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過去三十年を囘顧して

我國エスペラント運動も第三十一年目の新 

春を迎へることとなった。明治39年に組織 

的のエスペラント運動が艇生してから正に卅 

年の歳月が流れた。 :

過去卅年を回顧してみるにその間社會狀勢 

の適不適により又內部統制の强弱により我綠 

化運動にも相當の浮沈があった。

•それにしてもこの卅年間に我々の運動は劃 

期的の躍進をとげたといっても敢えて過言で 

はないと思ふ。

而してこれは全く我國工スベランチストの 

協力の賜物であらう〇

併し我々が最後の目的に到達するには今後 

何年かゝるかわからない。我々は協力といふ 

ことを一日もわすれてはならない。

同一方向にむかって働く二人の力は二人力 

である。正反對の方向にむかっての二人の力 

は合して零である。東にむかつた五十人の力 

と西にむかった五十人の力とはやはり零で 

ある。同一方向にこの百人の力がはたらけば 

百人力である。我々はこの事をよく考へてみ 

なければならない。 ...

我々エスペランチストの中にもエスベラン 

卜さへ熱心にやってをればよい。各人各自の 

欲する所に從って行動すればよいといふ人も 

ある。中心機關もいらぬゝ團體的行動もとら 

ぬといふのである。併し之は皮相の觀である〇 

百人が百人勝手の方向に働く時は百人の力で 

も合して零になってしまふことが纓々おこる 

といふことを考へねばならない。

'勿論萬人顏のちがふ如くに意見もちがふこ 

とはやむを得ない。しかし我々は協力によっ 

てのみ偉大な仕事ができるのだ。一人や二人 

の力ではできないのだ。 小異をすてゝ大同 

につくべきである。かくてこそ眞の協力が可. 

能なのである。

我々は過去卅年のエス運動を回顧して眞に 

遺憾がなかったかと考へてみるに協力が不十 

分で甚だ遺憾だったと思ふ事がかずかず記憶 

されるではないか。尤もこれには建動組織の 

整備如何に起因すること力:多いことは勿論で 

あるが一方からいへば團體的行動をこのまぬ 

同志が自分自身では十二分に活動しながらも 

中心機關に對する協力をおしんだからではな 

からうか。

社會狀勢が我運動にfavoraな時代力:來る 

とキットエスペラントに何等の睨聯を有しな 

い團體とか企業とかがエス運動の陣營へまぎ 

れこんでくる。エスペランチストはそんな場 

合一もニもなくそういったものを稱讃する. 

それが一時は我々の運動を支持L手助けして 

くれることになるが實隱上は往々にして我々 

全エスペランチストの協力を妨げ或る場合に 

はかなしむべき反對效果を及ぼすものである 

ことを忘れて。.，

それは何故か。之迄エスペランチストはあ 

まりに他を利用することを考へすぎた。それ 

がって他に利用されるといふことになった 

のだ。三十年の歷史を注盘ぶかく顧る時は澤 

山の實例をあげることができる。旣にエス運 

動も相當成長した。他を利用することのみを 

あてにして却って利用される愚はさけるべき 

だ。我々の實力自身によって堂々とたゝかつ 

てゆこうではないか。，

我々は我々自身の使命と實力をよく認識し 

卑屈な態度をとって却って他のあなどりを5 
けるが如きことはやめるべきだ。

一 （J. 〇.）
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新らしき健實な步みて!

护^新年を迎へて過去を想ふ 

も•が 前名古屋新聞編輯長柴田義勝

・ Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankigante
Ni iru la vojon celitan!
私は幾年ぶりに大會へ出席したことであら 

う〇仙臺で開かれたH本大會へ出席して以來 

一度も出たことがないかに記憶するから十餘 

年振りの出席であったであらう〇昨秋名古屋 

で開かれた第二十三回日本エスペラント大會 

へ久しぷりに出鹿した私は、どんなに多くの 

新りしい典奮と.新らしい認識と新らしい敎 

訓とを得たことであらう。我が國に於ける工 

スペラント運動は、ザメンホフ博士がその詩 

u La Vojo”に於て歌ったやうに、一路直往 

その冃標への道を進みつつあることに今更ら 

ながら驚かざるを得なかったのである。

この健實な步みは何によるものであら5か 

第二十三回大會の第二日に.日本エスペラ 

ント學會の總會が询日に引續き開かれた時私 

は次のや5な感想を述べて學會の不黝の努力 

とその健實な方針とに儼謝したのである。

“私が學會へ出人せずまた年次大會へも出 

席しなくなってかり十餘年になるが我が國に 

於けるエスペラント運動の現勢は外的にはけっ 

して華々しいものではないがヽ內的には十年 

前とは全く雲泥の相連で非常な發展を來して 

ゐる事に麗かされるがこれは日本エスペラン 

ト學會の健實第一主義によるものである私は 

深く學會に感謝せざるを得ないものである。

私がはじめてエスペラントを知ったのはス2 
正十年か十一年の春であった。神田の日本工 

ろペラント社の講習會ではじめて學邂したの 

であるが・初等中等兩講習會を通じての講帥 

は小坂、千布、岡本ヽ松崎、堀ゝ川原.長谷 

川、進藤の諸氏である。

講習を終った頃の私はエスペラント氣狂ひ 

になって當琲私は名古屋新聞の東京支局の記 

者をして居ったが名古屋で石黑修氏が活谡な 

運動を展開してゐたことにも深く刺戟されて 

笛占屋新聞紙上にゝ一週一回のエスペラント 

爛を設け麴町の大道社で紙型をつくって本社 

へ送ったものである。當時は盛んに學會へ出 

入してゐたが、新聞記者として日夜接してゐ 

る政界、社會運動界、その他の文イ匕運動の世 

界の華々しいのに引き換えて、エスペラント 

界だけは如何にも消極的であったので、利に 

はそれが不滿でならなかった。

x X
そこで私はアグネス・アレキサンダー孃を 

訪問したり、フィンランドの代理公使ラムス 

デット博士を訪ねたり、名占屋で講習を開い 

てアレキサンダー嬢を招いたり.內務巻の安 

武庶務課長と相談して、內務省の役人を中心 

とする大講習會を開いたり、そんな事をして 

ゐるうちに、だんだん學會と遠ざかり、年次 

大會へも出席しなくなってしまった。•

• X X
毀年前に名占屋へ轉じてからも、構習會を 

開いたり、名古屋エスペラント聯盟の結成に 

努力したりしたが、ロ刊新聞の編辑長といふ 

極めて忙しい仕事をしてゐたため、日本エス 

ペラント界の現狀がどうなってゐるか、世界 

に於けるエスペラント運動の現勢がどうなっ 

てゐるのか一向に承知しなかったのである。 

その間に於て.井上.小坂兩氏が相次でヶ片 

屋に赴任され、藤澤親般氏か翩演のため時々 

來名されるなど名占屋のエスペヲント界は、 

力、ってない勢ひを示した。外國の同志も多く 

やって來たが、フランスの冑年ペレル君の訪 

問をうけ.JOCKで放送をして私がその通釋 

をしたこともあった。かやうにしてつねに工 

スペラントと私とは何等かの交涉は持ってゐ 

たキのの、私がエスペラントの本流の外に立 

ってゐたことは爭へない事實である。

X X
長い間エスペラントの主流の外に立ってゐ 
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た私が.久しぶりにその本洗に飛び込んだの 

が昨年の名古屋大會である。

何といふ大きな發展であらう。

その間口に於てもその奧行に於ても、東京 

でしばしば出席した大會ヽ仙臺で見た次會と 

は・全く別の世界である。

私は第二十三回日木エスペラント大會へ出 

席して.新らしい意味に於てエスペラント萬 

歳を叫ばざるを得な力、った。しカ、してこの驚 

くべき發展は一•にかかって日本エスペラント 

學會の普及方針の健實性によるものであらう

x X
"Ho ĉesu !" Mokante la homoj 
admonas,-----

華々しい社會的活動を欲するものは學會の 

健實な步みをあざけり笑って，次第にこれを 

去って行った。私もまたその一人である。し 

かし學會をまもる人々は十年一日の如く、世

EL EKSTERLANDO
G Al la Metiisto・

Grava internacia enketo・
La Franca Metiista Asocio, kiu ĵus voĉ

donis deziresprimon pri enkonduko de 
Esperanto en la metiistajn lernejojn deziras 
verki raporton pri metiistaro. Ni, do, petasi 
ke la interesataj gesamideanoj el la tuta 
mondo bonvolu sendi detalojn pri gemeti" 
isioj: vivkondiĉoj, lernmetioj, progreso aŭ 
malprogreso de manlaboro helpata de 
manlaboro helpata de maŝinoj・ Tiun deta
lojn sendu al la Ĝenerala Sekretario de la 
Franca Metiista Asocio, S-ro CHANAS, 23, 
rue Saint-Nicolas, ROMAN (Drome) FRAN- 
CUJO."

Sendu Materialojn
El la tuta mondo, el oriento kaj okcidento, 

el sudo kaj nordo mi deziras ricevi taŭgan 
materialon por la gazetaro. Mallongaj 
artikoloj estas preferataj. Interŝanĝe mi 
sendas bonan materialon por la gazetaro 
en via lando. Mi certe respondas, se adreso 
legebla! Skribu tuj al s-ano Walter Pop- 
peck, gvidanto de V Gazetservo de GEA, 

間の批評に耳をかさず、一にも健實、二にも 

健實■三にもまた健實な步みをつづけて來たc 

その健實な步みが.今日の成果をもたらした 

のである。その健實な步みがまた更に明日の 

成功をもたらすであらう。一足飛びに山頂を 

極めることは出來ない。華々しい運動に心を 

ひかれるものは靜かにザメンホフ博十の言葉 

に耳を傾けなければならぬ。

Ni paŝo post paŝo post longa laboro, 
Atingos la celon en gloro.

邙付記・私は昨年三月・東京、名古屋を通 

じて前後二十年近い記者生活を淸算して目下 

Japana danujoといはれる當地で百姓の實地 

硏究をやってゐます。今春三月には東海道線 

大高驛東方の山中で貧農生活を始める磯左で 

す。私は貧農生活のうちにザメンホフ魂を實 

踐する考へであります。愛知縣豁海郡明治村 

西%常にて)

en Wŭstegiersdorf/Schlesien, Germanujo.

JUNULOJ!
POST DU JAROJ en somero 1934 

okazos en Nederlando la
TUTMONDA SKOLTA 

JAMBOREO/TENDAR 〇、 

al kio multaj skoltoj iros el via lando・ Ĉu 
ili scios la nederlandan lingvon ? Certe ne ! 
Ĉu ili lernu diversajn lingvojn ? Malfacile !

JAM NUN INSTIGU ILIN lerni Espe
ranton, kio estas MULTE DISVASTIGITA 
ĉe la nederlanda popolo! ATENTIGU pri 
tio la skoltajn gvidantojn! Proponu Icaj 
aranĝu por ili kursojn ! AKIRU LA JUNU
LARON VOJAĜEMAN POR ESPERANTO!

Skolta Esperantista Ligot redakcia adreso -
54, Constable Road, IPSWICH, Suffolk, 

Anglujo.—
Skoltkorespondantoj serĉataj en diversaj 

lando. La Latva Skolta Esperanto Rondo 
petas por granda ekspozicio sendaĵojn 
''Kiel vivas kaj faras via skoltaro!" 
Adreso: Villy Weidemanis, RIGA, pasta 
kasta 844.—

La Hungara Skolta Esperanto Rondo 
serĉas korespoadantojn, adreso: V., Nagy 
sdndor u. 6・ Budapest, Hungarujo.
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重任をおびて

九州の同志を訪ぬ

久保貞次郞

レールのつぎ目を過ぎる每にゴトゴトと音をたてゝ列車は東へ東へと進んでゆく 〇濱名湖の 

水を右に眺めて、やがて、秀嶺富士の姿を左に仰いでゐる間に、時計は2時を過ぎる。冬と云 

ってもこの日の午後の陽は溫かさうに輝いてゐる。橫濱が近づく 〇さあ愈々最後の目的地だ。 

そこで晚の7時からのザメンホフ祭でヽ一席しゃべれぱ私の三週間の旅が終りを吿げるのだ。

* * * *

盛會の橫濱のザ祭の散會後ゝわざわざ東京から橫濱まで迎へに來て「ドさった岡本氏と省線電 

車から廣い、寒い風が吹込む東京驛に下り立ったのが!2月15 口の午後11時、二旬に亙って朝 

から晚まで特派使節の責任がぶら下ってゐた私の肩が急に輕くなったやうだ。

・ 关 ・ ・

H本エスペラント學會の地元東京に歸って、今私は過ぎ去った旅を思出して、旅行記のペン 

を走らせる。各地でお目にかゝった同志の顏を思ひぎべながら。

.* * * *

11月26日（火:）午後1・30時ーー「樱」で、小坂、岡本、三宅ヽ靑木、萬澤、矢島、原田、鶴 

川の諸氏に見送られて東京驛を發つ。夕刻7時を過ぎるとすぐ寢臺に上り込んで夢路は九州へ 

と急いでゐると、トタンに、「こゝだ!こゝだ!」「ゐた!ゐた!」と 

タ、キ起される。何のことやら夢中で、ネクタイもつけずに急に寒い 

フ•ラットフォームに下りれば、大阪だ。Ges-roj進藤、川崎、城戶峪 

夫妻、桑原、松原の顏觸れにとりかこまれる。R. 〇.を見て「櫻」の 

下リを歡迎襲攀した譯。ひどく明るく見える時計を見上げたら10時 

を少し廻ってゐた。二三分で發車。一路西へ。

明けて!1月27日（木）關門連絡船のへさきから淡霧を通して浮んで 

ゐる舟肆々の姿は・カナダのヴィクトリアに着いた時を思ひ起させて仕 

方がない〇

最初の訪問地、小倉市にドリ立ったのが9.0!時、出迎への常磐中 

學の井澤萬里氏と聯合紙器の田屮國雄氏に案內されて休憩をとる爲め 
に旅館に就つく 〇戶畑の林氏もやってくる。何しろ特使といふことは 

全く初めてのことなので、見當がつかないでゐたが、段々ハッキリし

て來たことは、次の諸點であることがわかった。1）自分はこれから目的地に着くや否やヽそ 

の土地に於ける特使の行動のプログラムを聞くことである。この旅行屮は、自分は一個の機械 

の如く、地方會の同志の希望に從ってどんなことにでも役立たねばならないといふことである。 

2）ぎの琛定地に出發する時間の打合せ、この二つが分明すれば、あとはもうそれに應じて悠々 

と行動すればよい。

..11.20-12.30時.校長小林武三先生がエスペランチストであられる點から、種々の點で便宜の 

ある小倉師範學校の專攻科の學生40名に「アメリカの敎育、及び一般社會狀勢」に就いて話 

す。そして最後にアメリカ旅行中エスペラントが全く想像以上に役立ったことゝエスペラント 

は文化人として是非やらねばならぬと强調し、話を結び、質問に移ったところ、あちらこちら 

から「エスペラント語」に關しての疑問提出があり、とうとう、「一つエス語でしゃべっで見て 

了さい」との要求。同志田中氏が流鶴に一席辯じて、小生が之を通譯して大いに納得させる。

東京驛出發
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夜は喫茶店ナオミ.練炭ストーブでひどく溫められた地下室で、特使旅行最初の學會懇談會 

が開かれる。

（出席者）S-roj三浦勤、山中國雄、加藤輝雄ゝ伊澤萬里、田口潁郞（戶畑）、林逍治（戶畑）、 

岩崎剛C八幡）以上7名。

北九州の同志

司會者は出席者の數の少ないことを非常に遺憾とされてゐたが.小 

生にとっては、數もであるが.質の上で熱心な同志の參集されること 

が望しいので、何等悲觀しない。 1

先づ司會者の要求で二十分程エス語でアメリカゝエスペラント旅订 

の話をし、それから、學會座談命に入る。先づ學會が國內中心機關で 

あることの歴史的說明、及び新生UEAのしanda Asocioとしての現 

在の立場を說いて、さて學會の現在會員の1000人を割るに至った點、 

赤字財政等に詳細な記述をしゝ地方エス會の學會のより强力な支持を 

要望した。それから出席者の各同志から種々樣々な希望、不滿、質册 

が提出される。適正な希望、不滿はドシドシ記錄して之を學角本部に 

報吿することにしヽその場で說明、或は疑問を解き得るものは卽答し 

た。

ータの會合であったが、充分意見の交換も出來、地方會としても特

使の訪問が一つの刺戟となって今迄金然杜絕えてゐた例會をこの際・月一囘位は是非やVたい

と決議してゐたのは嬉しかった。

福岡堀內氏

その晚は伊澤氏邸に御厄介になる。

11月28 EK木：）——伊澤、林兩氏に送られて、小倉發.9.30時。博多着11.15時。堀內恭二氏 

に迎へられて、その足でお宅へ〇福岡でのプログラムはその晚の6.30時からの同志懇談會だ 

け。從って明29日が全く暇になるので.佐賀に立寄る案を計畫する。 

福岡は九州隨一の都市でありヽ九州帝大あリ、その他文化的水準線が 

最も高いところである。從って學會々員も!3名もゐるのであるが、 

最近の此地のエスベラント遅動は不活潑らしい。

冷い雨の降る中を橋口町のなぎす屋へゆく 〇 （出席者）Ges-roj堀内 

恭二、平直市、川關駁、問FH直幹、平島正喜、入江謹一、西略武男、 

TiOtte Esaki.以上8名、それに大阪の伊藤氏〇

エスペラント運動一般の不活潑從って學會の最近の不振の狀態、殊

に會員數の減少をグラフで示して說明する。色々な希望が出る。

「R・ 〇.を徵底的に內地報道化せよ。」 ・ ・ゝ

「學會は支部の設立にもう少し積極的に乘出すこと」等々。

散會後小雨の中を數人の同志と步き、ブラジレイロでお茶を飮みな 

がら、ラヂオ放送にエス酷講座を設けさせることの運動方法等に話の 

花がさ＜ 〇堀內氏のお宅に泊る。

11月29日（金:）——比較的に朝寢坊して疲れを恢復する。堀內氏がわざわざ太宰府の天滿宮 

につれて行って下さる。色彩の花富な樓門、數個の太鼓樓、本殿は池に映じて美しい。春の麗 

かなる口に訪れたらさぞと思ひながら去る。

福岡のエスペラント會に相當するものは、財團法人日本エス學會維持員會福岡支部であって. 

「學會維持員及び本支部の趣旨に賛し本支部に加人したる者を以て紐織」されてゐる。「學會維 

持員を本支部正會員とし、然らざる者を灌會員とす」の規定がある。從って福岡のエスペラント 

地方會は一切この支部が包含してをリゝ且財團法人を背景として仕事をしてゐるから大いにゃ 

りよいとのことであった。地方會が學會の支部的な存花になる傾向への一つのよい例である。

博多發、午後2.57時。佐贺へ途中下車4.50時、最近戶灿から轉ぜられて來た溝口勇氏に電 

話をかける。7時頃溝口氏佐賀高校の同志二人と一緖に驛に來る。佐高の李君がしまりに同夜 

佐賀に滯在することを希累する。豫定は7.54時で長崎への終列車で發っことになってゐる。 

かうした熱心な地方の同志の役に立つことが少しでもあればと覺悟してゐたことである加ら 、 

早速長崎に明朝着く變更の電報を打って貰ひ旅館に行く。 ・

く出席者）S-roj溝口勇、李流、朴華英3名。疊の上で落ちついて學會に就いての說明、そ 
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れから一般のエス運動の狀勢に就いて自由に意見を交へる〇佐賀は封建的色彩がまだ到る處に 

殘ってをリ、文化運動が困難であり、市民等の趣味の低いことなどを歎くのを聞く。これは佐 

賀ばかりでなくゝ日本の一般の地方都市の倾向であって、日本の地方文化の水車線は総濟的生 

活と相俟って更に更に高められなければならない。佐賀では老齡ではあるが、佐高のドイツ語 

敎授菊池行藏氏がエスペラントチストとして續けられてゐることは力强いことである。口時過 

まで愉快な談合で散會。同夜は溝口氏の御招待によリ同旅伯にとどまる。

11月303（ 土:——未だ喑い6時から起き出して、7.26時の長崎行に乘りこむ。!0.33時昨 

年の大會で訪れた曾ては口本の文化の最尖端を彳rった港、長崎に着く。もう度々長崎や束京で 

おFIにかゝってゐる醫天の植H1敎授のお出迎を頂いて、富松氏と三人で敎授のお宅へ。長崎の 

特徵である丘の中腹に家屋や自がつくられてあるのは見ては美しい。

午後2時から成隣修館で、丧峪高商の河野敎授の盡力により、同校の講演部國際邪情硏究會・ 

ロ ーマ字會、エスペラント會・等の學生7-8名が集って、「アメリカの話を訊く會」を假す。學生 

价議の樣子やアメリカ人の生活狀態等を具體的に述べて、質間に入ると、仲々面白い中には全 

く突飛なのが出る。「一つ英語で何かしゃべって下さい。］この希望に應じて英語で一席しゃペ 

らされる。「あなたは□本ローマ字會といふ會があるのを御存じですか?」といふ質問でなくて 

詰問だ。「ローマ字會の存在を知らないやうな人間がインテリゲンツィアにをりませうかね」と 

逆襲。學至狼狽して「さうだといゝんですが……Jo
「所謂えらい方々がローマ字に反對されるのはどうした譯でせうか?」「そんな人がゐますか。 

例へば誰ですか。具體的に名を云ってみてドさい。］之もや々逆襲の貌。結局紀平正关博士が 

その一人だといふこと。「同氏はエスペラント語にも絕對反對であり、同氏の云ってをることは 

何のことやら分らない。」色々の話が出て、つまるところかうした極端な保守主義な人が存在す 

るのも世の屮は廣いのだから仕方がないといふことでケリがつく 〇

午後5時:同じく成隣會館ですき燒の晚餐會。十數名の同志が出席下さって、高原會長、翳大 

古屋野敎授の兩氏の交へるŝercoに爆笑また爆笑。

7時から愈々學會懇談會。

（出席者）D-ro高原憲、Kovano-K敎授、河野吉男敎授、植山高三敎授、Sgj高出淸（學 

會理事大井學氏令兄'）富松正雄、茅野眞一、Tanaka-Tadasu, Okan）ura-Gozi,梅木忠雄、後藤

花彥、齋藤恒、松 

尾猛雄、イデオモ 

トジ、久米稔、中 

川繁关、工慈勇、 

f-ino藤崎芳菜、 

Mno佐藤靜子、 

S-roj岡崎明、衣光 

春.陳文敏、中村 

道生、嘉戶剛、西 

仁壽。以上25名。

この出席數は九 

州旅厅屮放も大き 

なものであった。 

司律者植m敎投の 

非常に親切な且用 

意周到な紹介があ 

って、旅行の目的、 

學會の近狀等を話 

す。地方會の多く 

の人には泄動とい 

ふことよりも、工 

ス語を學ぶといふ 

點に興味の中心が 

久保氏をむかへて長崎の同志

右上り〔前列〕植田敦授、河野敎授、久保特使・古屋野

敎授、高原會長、高畠敎授
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をかれてある形勢である。從って、“ Esp・Lemiuito "や K. 〇.の批評は川席者誰れでもの共 

通な話題である。出席者の中でR.O.の水準を更に高めよといふ意見と・もっと低くせよ、と 

の全く反對ろ希粟が飛び出す有樣。地方命の會員は一般的に云って經濟的に允分の餘裕がない。 

從って取れるところから取って來る。卽ちri&!】〇なり財脚なり政府からの補助を仰げといふ 

希望が出た。これは九州旅行屮到るところで提出され論議された條項であり・悉くが賛成をし 

てゐる。然し冏題は季會が之に力を注ぐことが出來る狀態にをかれてゐるか否かの點にある。

植田敎授邸にのんびり眠る。 '

12月1日C日）長崎第2日——小雨。午前屮ゝ植山、富松兩氏から交々艮崎エスペラント俱樂 

部の色々の歷史を詳細にきく。午後雨の介間に自靈車でS-roj植口］、富松.松尾、fino佐藤と 

矢I:海岸にある高原倉長のvilaoを訪れる。生憎■打歸りになった後だったが、お茶め御馳走に 

なり、ミ傍岸づたひにハイキング。昔峠だったといふ處で去來が詠んだ歌の石碑が雨に濡れて立 

ってゐる。步きつけない都會人稲はスッカリへたばって了ふ。夜通天閱で高原氏招待の晩餐に 

植田、富松兩氏と共に出かける。あとから醫人の齋藤君も加はり、5人で支那料理をつゝき乍 

ら最ものんびりした話で時間の過ぎるのを忘れる。又學會後援會め件などに就いて色々意見を 

きいて得るところが大であった。

長峪第二夜も植山敎授邸に御厄介になって.明朝の早い出發に備へて歸るとすぐ床に入る。

12月2日（月）久超米ーー植H1氏に見送られて久留米へ。午後1.41久留米着九州醫專ろ磯部 

敎授を初め木下、勇、山市の諸氏に迎へられ、その足で懇談會場コンパルといふ喫茶店へ自動 

車で走らせる。 •- ；. ; .

歳部敎:授は野原休一先生の敎へ子であったが、中學時分はエスペラント反對であったが後二 

葉亭わ「世界語」でエスペラントをやられた方で、もう古い古い熱心な同志だ。曾て東京エス 

ペラント會で大杉茱の顔を見たことを憶えてゐられるとか。

久留米の同志

（懇談會出席者）磯部幸一敎授ヽGes-roj木F武信.勇 

福太郎、山市匝惡、堤トヨノ、Tomita-Masanao,吉塚淸、 

IIukuhara-Masaki.寺崎敏行、Ucda-Tukumo.以上10 名〇

此の町は人「】8-9萬あるのだが、學會會貝が2人しかを 

らぬ。然し過去の話をきくと、講習會をやり100人集った 

70人集ったといふ成績を擧げてゐた。最近は3人の同志が 

reguleに會合を持ってゐると〇

咬餐會があって、後、7.00時から街の三本松通伊束食料 

品店階上で一般市民にアメリカの話をする。聽衆約40名 

その晚は磯部先生のお宅に御厄介になる。

12月3日C火）久留米、大牟田第一日——勇氏がやって來て、これから速水信宗氏のところ

に訪れようとのこと。磯部夫人に厚くお禮を云って、速水氏宅に上る。

同志で、大正8年横濱にJapana Esp. Komerca Korporacio （「J本工 

スペラント貿易商會:!を高橋邦太郞氏铮と共に創設し、エスペラント 

語を唯一の使用語として貿易を行った。その利益Q一部をエスペラン 

ト連動に提供しようと非帘な意氣込みでやったが贯災の爲不幸成功し 

なかった。現花は久留米に在住されてゐるが・エス語に對する熱意は 

旺で、n F>peranto Parolata •?といふ橢圓形のマークを門□トウンク 

等に打ちつけてゐる。お•忙しいところを2時間近くお邪魔して、お畫 

の饗應にあづかって辭す。久留米發午後1.4!時。

大牟HI市への到着列車を二つも遲らせて了ったので、大牟田驛に下 

りた所で誰もゐないだらうと悠々とやって行くと、Verda Standardo 
を手の江川氏が出迎へてくれる。電話で通知した列車には會長 D-ro 
植田、他两原、中川等6-7人の冋志が出迎へに來られたとか。次の列 

車にも待ぼけを喰はした次第で恐縮至極である。

氏は明治39年からの

速水氏夫妻（,右二人）

植田病院へ赴く。植田氏早速姿を現されて、初對面の挨拶。大牟mのエスペラント運動は旺で 

あることは、今年の九州聯盟の大會の開催地であることによっても分るが、それにもまして、 

國際兒童作晶展锂會がある。10月26日-28 H 3日間37ケ國、一千數百點を網羅した大展覽
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植田氏、令嬢及西原氏

會であった。この作品全部をエスペラント語を通じ、エス會が土地の小學校の生徒作品と交換 

的に蒐集したことは驚嘆すべき辅力である。恐らく全國としても之程統織的な世界兒童展覽會 

は未だ曾てなかったであらう。しかも之をエスペラント語のみで貫做した點、エスベランチス 

卜の大きな誇りと云はねばならぬ。特に市の有力者としての、會長 

D-ro植田の盡力は他の諸同志の協力と共に大いに感謝されるペき 

ものである。小生は大牟田エス會が、この成功をもっと大々的に學 

會に報吿せんことを希望した。

同夜7.30時から、植田氏二階の大廣問で懇談會。

（出席者）Dro植田半次ヽS-roj荒木遜、两原洪宣、中川年男、 

淺井時夫ゝ坂木春貧、大野一夫、白濱益史、水野三治ゝ江川源三、 

田中利喜藏・瞬山寛市、f-inoj山本小枝、植田早智子、津志田マキ 

ヨ、太田黒葉末。以上16名。

この大廣間は曾てはシェラー、マヨー儿等を迎へたことがおる〇 

最初、最近の學會の狀勢を披瀝し、懇談に移ると、俄然、Dro植 

田を初め出席者から、旺に希望案が提出された。恰も多年鬱積され 

た不滿シ希望を一時に吐き出した感ありヽ步情の釋明を要するもの

は卽答し、熱烈な討議が行•はれた。約二時間に亘ってガンガンと次から次ぎに用意された巨砲 

から打ち出される砲彈に、小生も頭が熱くなってタヂタヂの態。然し結局これも學會を思へば 

こその希望であって、欣快この上もないことである。例へば「Adresaroの發行の件」など他 

のどの會でもその必要性は唱へられたが、大牟田エス會の主張耍求は最も熱烈なものでちり、 

單に學會會員だけを錄するに止まらず、地方會會員は悉く之を含めよといふ。或は學會會員章 

の作製、講習終了者への證書發行の件辱、初步エスペランチストの氣持を察しての學會の採る 

可き方法を具體的に進言してゐるのである。

懇談が一段落ついて、要求に應じて、エス語で日米學生會議に於けるエスペラント語の討議 

に就いて一席しゃべる。荒木氏から出されたgramatiko上の間題に答へる。散命1!時半。

D-ro植山邸に滞る。’寢室に引き下ってその噪の討議を思ひ出しては床上に反轉しっゝ學會 

特使の任務の重大さと、はるばる九州へやって來た甲斐のちったことをつくづく思はざるを得 

むか'った。

12月4日OK）大牟田第二日——快晴今朝はお畫まで寢てゐて带はぬといふ植田會長の言渡 

しで、その積りで墮眠を貪ってゐると、“ Vek适u ! Vekiĝu ! ”と侵入して來る。九州エス界にそ 

の人ありと云はれてゐる中川年男氏だ。10時:。中川氏の流暢なエスペラント轄を聞き午ら午前 

中は時がたつ。牛後1時から大牟田市立商業學校の控室で、500名程の同校生徒に「アメリカ 

の現狀」といふ題で講演。エスペラントの賞用性を强調。講演後質問を誘ったところ、あちら 

こちらから學生らしい疑問が提出されて氣持がよかった。

同夕は西原氏と一緖に晚餐ら御馳走になり、中川、江川.其他集って來られた同志と植闪會 

長を圍んでエスペラント界雜談。鹽山氏持參の16ミリ映寫機で大牟田エス角の梨山Pikniko, 
以前の九州大會尊々の活動爲眞のprezentadoで夜の更けるのを忘れて興ずる〇

當市の茶情はエス運動に非常にfavoraである所以の大いに與って力あるのは脅長植HI氏の 

存在である。市の有力者としては勿論のこと.エス運動の©めに絕えず全力を注がれてゐる。 

會員の先づ惠まれてゐることは集會場である。植田氏邸の癒接間及び日本間の一室を會の常用 

に提供してをり、同志は自由に出入して、日本間に備へつけてある、同會文庫を利用すること 

が出來、例會は常にその室を使用する。大きな集りの際には二階の大廣間を開放するといった 

調子であり、お孃さんの早智子さんも去年の長崎大會ではお目にか々ったことのある方で.全 

＜同家はverda hejruoだ〇 ソ

12月5日C木）熊本——Dro ffi田、西原、江川、中川の四氏に驛までお見送リを頂いて、9.38 
時冷い小雨の中を熊本さして出發。中川氏が手渡してくれた「くろだいや新聞」——同氏はそ 

この編輯部で働いてをられるーーに「日本エス學禽特派商業學校で講演會」の見出しで、特派使 

節の旅行の記事が出てゐるのを讚む。10.49時熊本着、坂崎、加藤、本田、高本氏の出迎へを受 

けて・驛前の喫茶店で小憩、1時から、同志山本、坂崎氏の奉職されてゐる縣立熊本工業學校 

7〇〇第に、「日米學生會議に參加して」の題下で1時間20分講演。相變らずエス語を學ぢ可き
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熊本エス會四羽烏

神屋會長

ことをアメリカ旅行中の體驗から强調。一般的質問を招待したところ、希望者續出。日く「ア 

メリカには女の乞企余ゐますか?」には大笑ひ。雜誌「エスペラント」を配布して引上げる。

夕食を市內のデパ—卜で、坂崎、加藤、坂本、本囚、市原（宇土）の諸氏ととり歇談。此の" 

のエスペラント會の中堅人物が勇敢且熱心に莒話の修得及び遅動に努力されてをることは他に 

見られぬ索晴しさだった〇エス語ばかりで話すための努力〇タッタ2人の满習生に熱心に教へ 

込んでゐることなど。 : •：： • 〇

7.00-10.30時熊證會館で學窃座談會。• •

（出席者）D-ro神屋碧堂會畏。Oes-roj河邑光城（電通 

熊本支局長）濱本和男、富永利雄、山本齊、七谷傳三郎、本 

山正男、藤芳文子、坂崎延喜、三浦隆、高本政一、加な孝 

ー、市原耿路（宇土）。以上13名。

ふだん額を出さない同志が、特使訪問を機會に出席してヽ 

同市內の同舌が連絡をとる契機をなすのは副產物として嬉 

しいことである〇

こnでは意外に學會懇談會がvarma diskutoを喚起し、

此の問題に全く終始した。學會の財政的Krizoに對する地方會一般の認議は深くなく・Ler
nanto にしても、R. 〇・にしても外猥が整備されて益々學倉漠歳を考へてゐる向も少くない。 

學说が宣傅機關として充分の活動を籍けてゐない點を遗憾とする地方會のPandojに對・して、 
祉を法人日本エス協诵設立の件の學會諮問案はこゝでも極力支持された。又「學倫の認議を深 

めるためには每年一囘位特使を派遗すべし。赤字を出しても。」と云ふ要求等も出る。

同夜は會•長神尾氏のお家に御厄介になる。同氏はハ年來陶器の研 

究に熱心で、客間がその苦心の作で埋まってゐる。出される飲仓器 

が悉く風流な品々である、ザメンホフの平面像を二種類作られて、 

その寄赂を受けた。 ; 「・ ?

12月6日（金）人吉——日光が霧を通して流れ迖んでくる庭に素 

畴しく美しい。昨年の長峪大會のpostkongresoでこのお庭を拜見 

したことがある。庭先で寫応を撮る。悠々閑々と硯の話しを聞いて 

ゐる中に時間が切迫する。先生は往診に出かけられ伸々歸って來ら 

れない。S-ino神尾が心?ffiして自働車を呼ぶ。車を走らせながら運 

轉手にio分位で驛につけるとかきく、「そぎゃん時間ではつきわせ 

ん」と答へるのをきゝながら、驛に到番すれば見送りの体にわざわ 

ざ集られた神崎、加藤、高本・本山の四氏が異口同音に“Jus 
foriris! ”

電報で人吉町へ到着時間の變更を通知し、本田氏と熊本市內見物。2.00時熊五發。

途中ヤケにトンネルをくぐるので不愉快で仕力がない。汽車が段々山の中へはいって行く 〇 

球磨川に沿った線路の景色は捨て難いものがある。

4.39時人吉着。フ•ラットホームに出迎への栗崎氏他数人の同志に挨拶を交はして自働車で、 

舊藩主の別莊であったといふゝ町を離れたところの掬水旅館に落ちつく。人口四萬の山の中の 

溫泉町であり、エスペラント運動も仲々に困難ださうだ。たヾ同志が皆熱心さを失はずにゐる 

ことには期待がかけられる。

晩餐前に學會の事情を話し、一般エス運鲫の前進を促す。

（出席者）S-roj栗崎光明、岡富郎、地下三四藏、早川淸ヽ淵E勇象、土肥實雄。以上6名。 

土肥氏は二葉亭の「世界語」でエスペラントの存在は知ってゐた人で、古くからの同志だ〇同 

氏は小生の人吉訪問に際し、外部への宣傅の爲、人吉から四里程隔ってゐる須惠村に入りこん 

で股村社會の硏究に6ケ川前から從事してゐるシカゴ大學、人類學研究室派遣のエンブリーと 

いふ米阈人を同H人吉にひっぱって來ようとした。そして同氏と小生に英語の詰しをさせ、且 

小生がエスペラントの必要を說き、人吉の女學校へ行ってその土肥氏を加へた三人で、大いに 

エスペラント語の必要を實例的に示さうと計费したが、エンブリー氏が都合つかず、土肥氏も 

風邪で遲刻して果さなかった。 ,.
同夜は土肥氏、栗崎氏の招待で掬水旅舫に一泊。 ・- 'ゝ "‘，
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12月7日C土）人吉、鹿兒島——朝務Q立ちこめた球磨川をすぐ前に、険赤に紅葉したかへ 

でを配した眺めはかうした山の中に來て始めて味へる。昨夜力相談でエンブリーを須惠村に訪 

問することになる。小生は偶然の機今で二歳になる子供を連れたMrs Enibreeと關門連絡紿 

で知り合ひになってゐるので尙好都合■だ。早川氏と一緖に凸凹の山道を自動車に搖られなら、 

須惠村へ。村逍の国中に土肥氏がつき立って待ってゐる。エンプリー先生頗る喜んで 迎へて 

くれる。エスペラyトの狀況視察に來たと云へば「何處からその經費を川すか」と尋ねる。ア 

メリカの話ハワイの話、日本の農衬生活の特徵的な序實導、話は聽ない。彼氏にエスペラント 

語が役立つことを土肥氏と共に云ふ。土肥氏は小生とエス認を語る餘勢で、エンブリーにエス 

語で旺に話しかけるのでエンブリー先生口をパチクリ。村長氏に敬意を表して大急ぎで人吉辭 

に取って返す。栗崎、早川兩氏の見送リで鹿兒もへ。

鹿兒島に近づく 〇客車の周圍で話されてゐる會話がサッパリ分らない。全く他國に來たやう 

だ。ただ彼等の髮も皮膚の色も同じなのが不思議な位だc溫度が高い。外套が厄介で仕方がな 

い。5.11時、夕方の鹿兒必驛頭に立つ。葛松、四元兩氏に歡迎される。旅館に行き荷物をおい 

てデパート山形屋の特別室での晚餐會に冇く。・ •，- • 九

（出席者）S-rojシゲマッソメイチ、富永進造、Yotumoto-2\Iinoru,石丿|:元善。以上4名〇. 

こゝではエスペラント運動が全く沈默してゐる。明治維新の元勳を澤山輩出せしめたところ 

であり.學校も、高校や高農零があるが、封建的殘滓性は相當强いらしい。文化運動が非常に 

困難ださうだ。かういふ所ではエスペラント語に對する刺戟を與へることも小生の直接任務の 

一つになる。エスペラント語でしゃべってみてくれとのことで.應ずる。例會を持たねばなら 

ぬ、會話をやらねばならぬといふ刺戟を與へたことは一つの收獲であらう。

12月8日C日）鹿兒島、宮崎第一日——四元氏旅館に來て、正松達一郞氏を訪問することに 

なる。同氏は明治42年廣鳥でエスベラントを始められ、鹿兒心の薛農の敎授として、我國稻 

Q硏究者としては第一人者だ。現在では高齡の爲め全く外出をされない。昨夜令息ソメイチ氏 

を通じて、unu el la plej nialjunaĝ esperantistojとsalutoを名刺に書いて送ってよこされてゐ 

る〇お宅を訪れると非常に歡待ドさって、種々の話が出る〇 Plena Vortaroのunua eldonoは 

買ったがdua eldonoば手がふるへて.買っても引けないから買ふ氣が起らぬと仰言ってゐるそ 

の熱意には尊敬と共に吾々若いエスペランチストは一層の努力を誓はねばならないであらう。

汽車の都合で大急ぎで驛に〇

0.10畤、四元、石井兩氏とAdiaŭを交はし乍ら宮崎指して。

腕時計が3時半を指す頃、「大淀」といふ驛をチラリと眺めて未だ未だ2峙間もちるなと考へ. 

乍ら、本に讀みふけってゐると、前にはいり込んで來た女學生の旅行團がしきりと宮崎に行っ 

て來た話をしてゐる。そして之から別府に行くのだと云ふ。ノ、テこれから二時間も先きの宮崎 

訪問を濟せて、尙別府へ彳了くといふのは旅程としては變だなと思ひ午ら、フト窓の外を見ると、. 

宮崎憩馬と大きな廣吿で澤山の人出、然し陽は未だ高く、僕の時計が狂ってゐるのではない。 

しかし女學生の話しは益々確實に宮峨を今たったバカリの話。仕方がないので旅行案內を出し 
て見るとどうも怪しい。あわて、次の驛で下車して了ふ。宮崎から二ら先きに乘り越して了っ 

たらしい。改札で聞くとさうだ。初めて分ったことは、小生が鹿兒島で宮崎着の時計はと对;・ね 

た時、午後5.45と答へられたちでそれを書き込んで、全く時計ばかりをあてにしてゐた。と 

ころで、その數字は日本字の「三」を「五」と讀み誤ったのだ。時間ばかり氣にして.驛名な 

ど全く無視してゐたのでスッカリ宮峪エス會の皆さんに迷惑をかけたことを申譯なく、大牟旧, 

の二の舞の記錄を作って了った。自働車はといふと小さな村で一臺もない。バスが一時間後通 

るといふので、叩舍の天井のひどく煤けたお茶屋の土間で、お茶だけを欽みながら.學會に報 

吿を書くのも一寸變った風景だ。・

バスで宮崎市の眞;中で下りて、杉洞翳院に電話をかけると、「何處から電話をかけてゐるので 

すか?」といふ課。何でも宮崎市の眞屮で、藥屋と果物屋のある四つ角で、公衆電話のあると 

ころと答へたらそれでも分ったらしい。間もなく f-ino杉田が迎へに來て下さる。7人の同志 

を驛で完全に待ぼけを喰はせた罪重々に申譯ない。

杉旧正臣氏の妹さんでS・ino郡司の邸宅に案內される。こゝが今晚の會場でありゝ小生の御 

厄介になるところだ。 \、. ナ

晚の會の樣子は宮崎エス會よリ內地報道宛の記那が充分物語ってゐるのでこゝにそっくり揭 
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げる。

（出席者）S-roj 
杉rn正臣、髙妻俊 

光、中川勝八、渡 

部毅、山下イワオ、 

f・i“j杉m惠美子、 

菊池いね、S・roj古 

田次雄、西本日州 

另、崎村德次、川 

野繁男、杉⑴秀夫。 

以上12名。

「7時より久保氏 

歡迎茶話會を郡司 

氏宅に開、催渡部 

氏司會・の下にEs
pero 合唱後、杉m 
（正）氏M.EKを 

代表し歡迎の挨拶 久保特使を閘む宮崎エス角貝

を述ぶれば・久保 

氏は連口の旅行に 

もめげず意氣軒昂

左より〔前列〕西本、杉田孃、久保特使.菊池孃、直妻〔後列〕杉 

田（秀'）ゝ渡邊、古田・川野、杉m（iEX峙村.山下、中川の諸氏。

たる辭を以って之に答へる、次いで出席者各自の口己紹介を終り、本日の主題である、地方運 

動の情勢具陳ゝ學會への質議、希望、或は學會よリの協議事項僚に關し懇談を虫ね、更にエス 

運動に對する中央部の指導方針、延いてEsp.の本質問題に迄移り論議續出したが定刻を過ぎ 

たので紀念撮影の後23時過ぎ多大の收獲を得て漸く散會す」。（宮崎•エス會報）

九州旅行屮こ、で始めて自己紹介といふのにお目にかゝった。和氣讓々の雰圍氣。この會で 

「何故エスペラントをやらねばならぬか」といふ本質的な問題が提起され、頗る活潑な議諭が 

出たのは豫想しなかったことであった。「學金■が地方會の不平といっても、根本をつかぬつま 

らぬplendoを車要視すること勿れ」の耍望は適正なるものであり、從來學會がやゝその弊に 

熨してをった點は反省の必耍があることを痛感する。

羽朝は7時に起きて・靑矗見物のバスに乘るのだと聞いて、和富恐慌を感じながら・床にも 

ぐり込む。

12月9日（月J宮崎第二日——眠い目を忍耐力でごま化して8時あわてて外出。アメリカの 

バス旅行を想ひ起す。杉01秀夫氏、杉田、菊池兩孃の案內でH木一の稱ある宮崎遊覽バスに乘り 

込む。このバスの女車掌の說明が天下一で、ラヂオで放送する。レコードに吹き込まれる。九

靑島にて

州到るところで眞似をしてをる由。成る程、パスの待合室 

で持ってゐる中案內レコードをかけて聽かせるあたり資本 

主義的な用意周到さだ。「宮崎」と名をきいて來てみる迄は 

「草深き川舍」しか想像にのぼらない力・步實は全く正反對。 

さてバスに乘ってみると全く女車掌の說明・態度到れりっ 

くせりだ。故班は勿論のこと.傳說、物語、經濟、貿易. 

學冏、はては淨瑠璃の說明まで出てくる。實に千變供化の 

說明。餘程のエンサイクロペヂストでなければ之だけの幅 

の廣い說明は出來かねる。成程九州一はおろか日本一だと 

感心したが、あとで東京へ歸って知ったことだが、12月17
日成蹊髙等學校エスペラント會關係のザ祭に同校エス會•會長の梅地敎授に出遇ったところ、件 

のバス會社の社長が梅地敎授の敎ヘチで、宮崎銀行の頭取で.岩切章太郎氏と稱する稀にみる 

人物だとのこと。そのパスの說明もー离から東大を出た同氏の苦心の作。從って文學的にも社 

會・經濟的にも內容豊富なのもむペなるかな。

大急ぎで歸って街で畫食をとってゐると、縣立商業擧校の講演の時間が迫ったと杉E先生自 
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動車で迎へに來て下さる。同校に急荷。500餘名の生徒に一時間半程「アメリカの話」。エスペ 

ラントの宣傅も充分やり、宜傳物をSE布する。終ってJ山下氏のをられる离農を見せて貰ふ。 

同夜6時から郡司氏邸にて有志の晚鑒食。御馳走を滿喫しながら・氣焰を上げる。ゝIESの批 

評をと要望されて「卒直に」やる。エスペラント語でアメリカに於ける鬥險談一席。

兎に角宮崎はよくまとまったエス會だ。現在外遊屮の高農敎授が會長であるが、杉W氏を中 

心として、めぐまれた集會場をもち・夫々獨自の風格を出して.エスペラント會の雰圍氣が實 

に和かだ。然し地方希の通例として一人の同志を獲得するにも並大抵でない努力が必要である 

ことを歎ぜられてゐた。此の會の機關紙u Semantoは山「ドイワオ氏の編輯印刷にかかるもの 
で、全國地方會機關紙中最も體裁のよいものだ。內容も相魯骨を折って集めて、一地方機關紙 

としては勿體ない程。これだけのものを出すのは苦勞並々ならぬものと思ふ。

今晚で愈々宮崎も最後で、明日は一路北上別府かと思ふと、旅も踊リ路になった。夜は杉田 

秀夫氏の畫室で、シュールレアリストとしての同氏の話を共嗚感銘をもってきく、就眠2時30 
分〇 ，

12月1）ヨ（火）别府——7.12時ゝ杉仏 渡邊兩氏とĜis Ia revidoと挨拶をしてヽ別府へ。 

別时に近づいた頃“Misera/S-nm Kubo nと叫び、綠星旗を振リ午ら麻生氏が僕の車へは 

いっ て くる 〇 manpremo, saluto.
別府驛頭にはエスペラント、神刀流ゝ创舞會の而々旗を押したてて十數名出迎へ。筑紫舘へ 

行き、エスペラント會座談會〇

（出席者）D-roj麻生介・下河廉政治、s-roj淸永源八、武田信義、大友。以上5名。

學會の近狀を知らせる。當初のエスペラント令の目下必要なことは適當な講師であると。卽 

ち麻牝、下河原兩先生は共に多忙であ乙し、若い講師が欲ーい。その點學今あたりから講師派 

遣が容易に出來ればとの希索があった。

夜7.00から市の公會堂で、稱神作興國際文化大瞞演會・

講師は小生。演題「日米學生會議に列席して」 「

劍舞 神刀流劍武會長 麻 生介 外十數名

吟詩日本雅聲會、心明诜師範倭田礎心外數名.

主催は別府市の社會課。定刻出かけてみると、急に寒くなった天候の心配もなく 800人位の 

聽衆だ。白山に「アメリカ人の生活狀態」を話して.エスペラントの實用を最後に强調。とて 

しあるまいと球想された®t問が、續出してスッカリ親しみある雰圍氣になる。餘り質間が出過 

ざるので1時間半程で打切り、別室で賛問を引受けることにした。6人程押しかけて•來て、中 

,に2名程エスペラント語を學習したいと述べてゐた。

當日は劍舞、吟詩の方も非常な盛仗であった。同夜は麻生、下河原兩氏の招待で筑紫館に泊。

12月11日OK）行橋——2.39時別府發、田畠の上で働いてゐる農民の集約農業振りを眺めな 

がら5.19時行橋着。鲂川、田中、豊守氏の出迎へを受け當Hの會場呼守氏宅へ。河豚料理の 

晩餐會は關東人にとっては文字通り山海の珍味。

:C出席者:S roj田中顯道C築匕郡）、豐守視、豊守誠、鲂川常基、南徳雄、田邊正義、杉下 

瓢、笹原大策。以上8名。

學會の細かな事情、R. 〇.及びしernanto誌の發行■部數など訊ねられる。雜談的に純々の意 

見を交換する。旧中氏の同志獲得に對する熱心さは頭が自然に下る。この土地のエス會も未だ 

未だ發展の餘地があると聞いた。同夜は豐守氏のお宅に泊る。

12月12日（木 飯塚——みぞれ降る寒さ。8.26時、見送りの豊守、鮎川、H1中、杉下氏等の 

打振る帽子に答へながら、飯塚へ。愈々野見山氏の顔を見るかと思ふと最後のコースといふ感 

が深いc途中乙驛まで出迎への野見山氏と新飯塚驛下車、驛前の花村氏の家へゆく。

1.30時から飯塚髙女650名に「現代のアメリカ」の話し。同校には片山、离取兩孃が敎鞭 

をとられてゐる。女學生は男學生よりも遙かに餘計に笑ふので話しがしよい。

500時から仮塚エス會第四囘ザ祭兼织會懇談命。片山政子孃の流暢なエスペラントの歡迎辭 

にプログラム通り小生答踽。晚姿後療談に移る。 、 \
（出席者）S-roj野見山丹次、花村秋義ヽ臼杵克之、小烏徳三郎、稗田良光、浚永渡、瓜生圖 

之助、熊井敬輔、山中政市、都甲風久、finoj片山政子、高取春子。以上11名。他に伊藤幸 

一氏（大阪）。
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山本校長とお子樣 

野見山氏

如何にしたら同志を增し、之をエス會に出席せしめるかが、地方會の最大の關心事で、從っ 

て學命への希望とか云ってもヽ仲々深い細かな關心をもつ餘裕のない狀態が本會の姿であらう。 

餘興に「アルルの女」の佛語、エス語、日本語7期讀があり、傑作であった。同夜はそのまま 

花村氏宅に野見山氏と泊る。

12月13日（金）飯塚、直方——半前9.00-10.00嘉穗中學5年生約200名に「日米學生會議」 

に就きしゃべる。終りに、同校の卒業生である花村氏の通課でエス船を數分しゃべる。生徒へ 

の宜傳のために。【可校に奉織されてをる平田鬼丸氏は同志である。

新飯塚發0.02 U礼 野見山氏に案内されて直方着0.24時。直力車筆所は鐵道エス聯盟に加 

入してゐる。名簿には13名となってゐるがゝ現在は9名しかをらず。實際やってゐる人は5-6 
人。勤務の時間が別々なので、同時に同所に出會って估合するといふことが困難なので・やり 

惡いとのこと。同情に値する。その足で直方髙女へ。

この校長山本先生は熱心なエスペラント支持者であり、御自分でも 

曾ては學習されたと。2.30-3.50時・約€09名に講演〇同夜は山本先 

生宅で會合。

C出席者）山本通先电、S-roj辻田守、山本愼一・稗旧良光、前E 

廣治、園田治、FTI中桝雄、山武比古。以上8名〇他に野見山丹次（飯 

塚）氏。 • • • ;

ここでは全く啓蒙的な會合であった。山本校長の肝入りで、ne espe
rantisto で直方高女、屮學の英語の敎術二名をわざわざ招待して、吾 

々1座談させた。そこで當然「英語科問題とエス語」が議論になり. 

屮學の山氏盛に否定的疑問を發するので、「國際聯盟事務局報吿•書」に 

於ける英國の女學校の例や、アメリカのソーンダイクのやった賞驗例 

等を引證して、英語を修得する上にも、萬園层礎言語としてのエス語 

の効用をカ証した。何しろ實例があるので、同氏もやうやく納得が入

ったらしい、兩敎眦に「英認科問題」のパンフレットを一册宛呈上した。兩氏は講??書を買っ 

て學んでみると云ってゐた。同夜は山本校長のところへ、野見山、園田兩氏と共に御厄介にな 
る。 「ね

12月!4HC 土）歸途、廣/％——寒い。みぞれだ。10.46時山本校長、野見山氏、山本、辻叽 

前田の諸氏に別れの挨拶を述ペ17日間の九州旅行最後の地匱方を去った。ふりかへってみれ 

ば隨分澤山のエス會を次から次に訪問したものだ。關門連絡删汽笛は九州へ「Adiaŭ」を云っ 

て くれてゐるやうだ 〇 Adiaŭ ! Kiuŝu ! Adiaŭ ! Gesamideanoj !
午後4.30廣隔着、野村ゝ熬田、奧村の三氏の出迎へを受け・有志の晚餐會に出席、そこで 

廣島エス會長眼科翳高橋謙氏ゝ文理大の化孚の敎授小林要三氏等にお目にかかる。エスペラン 

ト界の様々の話しヽローマ字諭導々。

7時から、當市銀座街ならぬ金座街の次隅淮行階上で、ザ祭、奧村、瀨足兩氏送別窃、學會 

懇談會が開かれる。大阪の進藤氏が商用で爲・地に來られて、會合に姿を現してゐたのも全く期 

待してゐなかっただけに餘計に嬉しかった。

（川席者）高橋謙、小林耍三、池田英苗、奧村林藏、瀨尾正三、前田辎一郞・大畠正二、藤 

井正和、野村洋吉、黑田利弘、加藤博治、佐々木忠、小田信三、玉井範吾。（吳市）星加勇、近 

藤正二、村上芳樹、矢野泰。以上18氏。他に進藏靜太郎C大阪;）氏、岛橋會長の挨拶。奧村氏 

の挨拶。進藪氏のザメンホフに關する演說。最後に小生學僉の財政の肽勢や、內情を話し、FL 
社画法人エス協會に就き意見を間ふ。反對もしないが、非常に積赣的には支持もしないとのこ 

と。之は全く九州旅行中いづれの會でも積極的に支持された案であるが、ここではそれ程でも 

なかったのは記憶に値する。進蔭氏が大阪のエスベランチストとして種々の意見を開陳し.學 

會の缺點、とる可き道を指摘すればゝ小生も學會の名に於いて、夫々解答し、取る可からざる 

ことには直ちに反對の意志を表明しゝ兩者の問に活氣ある討議が行はれたことは.地方會の人 

にとっても興味课かったことと思ふ。

「學會が一つの要求に對 して、往々generala principoによらずに、hazardaなprincipo で、 

返答をして、之をもって足れりとするのは返答になってゐない」との書はある程度まで容認せ 

ねばならぬ缺點であって反省を必要とするものがあらう。
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1!時過ぎまで、會が續けられ、大急ぎで驛へ。
12月15 BCB) al Tokio 見送りの野时、奧村兩氏と別れの言葉を交はし乍ら『櫻」で進 

藤氏と一緖に東へ。ゆれる寢蛊に橫はる。三週間餘の學會特派使節の重荷から—時に解放され 

た氣樂さ。亟任を果たした後の喜び。KJ京後の報吿の義務感。現狀を見て來た地方會からの刺 
戟による日本エスペラント學會へ與へ得る種々の捉案の實行に對する緊張、交錯した氣持を懷 

いて、汽車は柬へ。
三ノ宮で下車する進藤氏と握手。太陽の未だ上らない紅い束の空。外の寒い空氣。列車は東 

へ。東京へ。 ・

■ * * * *
厢京早々東京のザ祭で、一部分の報吿。續いてRevu。Orientaに旅行記を川せとの編稱部 

からの要求。徹夜して書いただけに記述の不充分なところヽ不平均な個所が多いと思ひます。 

之は單に旅行記ですからその積りでお判讀ドされば幸ひです。

* * * *
旅行中到るところで同志皆樣の御懇切な歡待を戴きましたことは學窃の名に於いても、小生 

個人の名に於いても誌上で甚だ失禮でありますが心からの御禮を巾上げたいと存じます。宿舍 

の御心配を下さった方々へは勿論のこと・到着ゝ出發の送迎においで下さった方・學校及び講 

演會を開催するに就いて當局者と一々交涉準備に勞力をおしまなかった方々、歡迎會に出席下 

さった方々.全ペての方々に深甚の謝意を表したいと思ってをります。

各地方會の懇談會で小生の記錄した希望條項は、兼理して、學會當局へ報吿致すつもりでを 

ります。12月22日理事、評議員にその報吿をする正式の會があることになってゐます。 

その報吿の結果は出來るたけしa Revuo Orientaにでも發表して、御返事に代へることが出來 

ればと考へてゐます。

九州地方學會特使懇談會に出席者の敦

これが運動狀態の全統計でないにしても、ある程度までその活潑性を反映してゐるパロ メ 

タであるでせう。C學會會員數は出席の有無に係らず。11 月末J
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* *
aranĝiした主として「アメリカの現狀」又は「日米辱I生 

エスペラント語の役に立っため驗を語リ、且、該語の 

パンフレット其他"Esp-Ler-

*
耀演會一九州旅行中、地方禽で 

會議に參加して」の講演は、常に最後に 

學ぶ可きものであることをすすめてゐる。そして多くの場台、

nanto n11月號u Japanujo を十部宛位、各學級にて廻讀するよう希望して配布した。その統

計は次ん如くである。く數は槪略である)

以上をもってヽ 應旅行記の第を擱きたいと思ふ。

聴者數 9 II 縣宮崎商業 500
11月27日小倉師範專攻科 40 10日 別府市一般 800

30日長崎高商有志 7 12日 飯塚高女 650
12月2 F!久留米市一般 40 13日 嘉穗屮學五年生 200

4 H 大牟田市立商業 500 〃 直方高女 600
5 n 縣立熊本工業 700 10囘 4037

1935,12, 20
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我邦エス運動の將來のみとほし

•硏究・實用の三分野が劃然となる

學會創立當時と今口のエス迤動を比較して

學會が大正ハ年末に創立されてから正に十 

六年を經過した。過去十數年のエス運動をふ 

りかへってみるとうたた感慨深いものがあ 

る。

學命創立の頃はまだ一般世間ではエスペラ 

ントについてごく 一部の人を除いて全くその 

存在すら認めてゐない時代だった。だから鐵 

時のエスペランチストはそれこそエス語とい 

ふ名前だけを宜傳するだけにも隨分苦心した 

のでおった。唯'Ŝ｛時世界大戰の終ったばかり 

の頃で國際聯盟などがやかましく論ぜられる 

畤代で「國際」といふ語がもてはやされたも 

のである。だからエス話も國際語といふ銘を 

うって堂々となのりでたのである。幸にして 

それが當時の人士にうけ入れられ理解され年 

一年とエス語を學ぶもの學ばずとも好怠をも 

った人がふえてきた。

それにしても'畠•時は學會の會貝が四五百人 

であり會長外でエス語をやってゐる人なんか 

殆んど居らぬ時代だった。だからその當時は 

學生などでも少し熱心に勉强する連中は一年 

もやれば大家として幅をきかすことのできた 

時代だった。だからまたその時分は此頃の樣 

に六ヶ敷い理論や硏究といふことは仝く手が 

っけられてをらなかった。世界的にみてもそ 

うであるが特に日本などそうであった。

织會の处曜日の例會は殆んど若い學生ばか 

りで充滿し小坂氏の指導の下に軽讀をやり. 

我勝に講義をするし議論をたたかはしたもの 

だった。輪讀が終れば今度は何日どこで、普 

及講演會があるから集れとか手傳ひに來いと 

かいふ話ばかりだった。R. 〇.の發遂が何□ 

にあるから來てくれといふ命令もでる。R.O. 
編禅の手俺に实員が集るといふ樣なこともあ 

った。

卽ち當時のエスペランチストだった學生は 

エス話の硏究も怠りはしなかったが大體は宣 

傅といふことが骨の髓までしみこんでゐたの 

だった。普及宣際といふことをぬきにして工 

スペラントは考へられなかったのであった〇 

併し十數年の歳月をへて時代は一轉した。 

何峙の頃からかしらぬが學會は普及・硏究・實 

用の三大眼目を眼ざしてすすむ樣になり、學 

會の肩書にもこの三眼目が書きつらねられる 

樣になった。卽ち創立當時は普及宣傅といふ 

ことが最大眼目だったのに。年々エスペラン 

チストもふえ又古いエスペランチストの質が 

向上するにしたがって各人のエス語に對する 

知識も向上してきた。もう半年や一年エスペ 

ラントをやったからとて大家になれない時代 

になってきた。之は日本ばかりでなく世界的 

にも全體向上した。辭典類も歐洲戰後aprn- 
leksaなものが各國で出版される樣になった 

のだ。そこでエスペラントの語學的硏究・っ 

まりesperantologioの硏究が數年前からさか 

んになってきた。この頃ではエスペラントロ 

ギーオも硏究家各自の硏究範圍が狹ば主り奥 

行だけ深くなりつつある現狀である。こうな 

ってくるとエス語の勉强といふことも相當油 

斷なくやらねばならぬ樣になった。一部の人 

々の中にはエス語の語學的硏究なんか一切無 

用である。ただエス語を實用とすればよいの 

だ理論なんか不必要だといふ說をのべる人が 

あるがこれは皮相の觀でエス語をあらゆる分 

野に用ひようとするとどうしてもいろいろな 

離間題にぶつかるのである。その難問題の解 

決は理論Q硏究がなくてはできないのであ 

る。Idoが出てより理論的な國際語だといば 

った時その造語理論をこっぴどくやっつけて 

エス語の造語理論に凱歌をあげさせたのが 

de Saussure の vortteorio であった〇 （de 
Sausstireこそ esperantologioの創始者と いっ 

てよいかもしれぬ）〇 Idoの難にあってCart 
敎授のNi fbsu nian sulkonの合音葉もエス 

ペランチストを精神的に激勵してくれた。併 

し de Saussure の vorttcrio がでなかった と 

したら我々はどんなにさびしかったことだら 

う。まだエス語・は未完成である〇この完成の 

ためにエス普の語學的硏究がまだ主だ必要な 

のである〇エスペラントロギーオは決してー 

部のpedantaな氣持ち滿足さすためのもの 

でなくエス語の健全な發展のためのうしろだ 

てな*である 。

そういった意味でエスペラントロギーオの 

硏究が必要である。又各方面農門術語の選定 

といふ様な間題も廣い意味でエスペラントロ 
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ギーオの分野に含まれるだらう。エス語では 

直だこの方面は十分開拓されてゐない。これ 

が開拓にはやはリエス語の一般的理論の完成 

が必要である〇 Wiisterの如きesperantologo 
がそのま專門とする電氣工學の術語などに手 

をそめたのは有難いことである。專門術語は 

專門家だけにまかすといふことはよくないこ 

とである。といふのは專門術語といへども工 

スペラントの誘彙である以上は普通諾彙 

(komunaj vortoj)との關聯を考へなくてはな 

らないのである。その意味で專門術語の選定 

もesp-logio の分野へ入ってくる〇卽ちエス 

語の言語學的硏究がエス語の宜傅普及上に必 

要なことはこれで十分了解されたことと思 

ふ〇

卽ちここに於てエスペランチストは大正ハ 

九年頃の如く普及宣傅といふことのみでなく 

懿學的の诔い硏究も必要になってきたのであ 

る。昔はただ優秀なエスペランチストたるに 

は一通りの文法に通曉し會話とか演說に上建 

すればよかったのである。併し今ではそれだ 

けでは不十分になって來た。尤も一方から云 

:、ばだんだん專門化するから一人でも何もか 

(Ĵやる必要がなくなってはきたことも审實で 

ある。十七ハ世紀の科學者は、生物學もゝ物 

理化學も、數學も、哲學、も醫學も一人でや 

ってゐた。廿I比紀の今日はーロに醫學者とい 

っても隨分專門にわかれ各專門家同士では話 

が通じない程になった。それと同じことで工 

スペラ/トの力も普及宜傅カ方面の專門家も 

でてくるし話卑的硏究の力面の專門家もでて 

きた。: •

次にエスペラントの實用といふカ面もこの 

頃は考へられてきた。例へばエスペラントで 

醫學上の論文を書く人もでてきた。こんな人 

々の中にも一般のエス運動に熱心な人もある 

が中には論文をエス語で書くためにだけエス 

ペラントを學ぶ人もちる。

先般東京の鐵逍の會で講習をやった時觀光 

局やツーリストビュー ローから講習に參加し 

た人があるがその人々の中にはエス運動とい 

ふ有意義な仕事に魅力を感じた人もあろうが 

さしづめ自分の職務上の實用を考へて講習を 

うけた人もあろう〇エスペラントの宜傳とい 

ふ點から云ふとこういった人はまあ敬遠した 

い氣持にある〇しかしエスペラントが大:きく 

廣くゆきわたるためにはこういったエス語を 

實地に活用し職務上に必耍とする樣な人々が 

でてこないことにはさかえないのである。學 

會の創立當時には醫學方面の論文をエス語で 

書く人なんて一人もなかったのである。卽ち 

エス語を實用する樣な人がみられなかったの 

である。今日では相當エス語で論文を書く人 

もでてきた。尤もエス語を實用してゐるとい 

ってもその中の半分以上の人々はエスペラン 

チストのdevoとして意識的に不利益をしの 

んでエス語で發表してゐる篤志家なのであ 

る。しかし一部の人々はまったく他の言語で 

やるのが臆劫なのでエス語を活用してゐると 

いふ人もあるめだ。こういった人がだんだん 

ふえてこなくてはエス語がさかんにならぬ。

以上今日のエスペラント運動には普及・硏 

究•實用といふ三大分野がある。この三つの 

分野が和互にたすけあってゆかねばnia fina 
venkoは完成されぬと思ふ。尤もこれらの三 

分野がたすけあふとしても一方から云へば各 

分野がその分野獨自の發展もとげねばならぬ 

樣になってきた。

學會の創立當時はどちらかといふとこれら 

の三分野が三位一體の貌であった。それは各 

分野のけじめがほとん尸つかなかったのであ 

・〇今Hはこれらの分野が獨自に活躍をはじ 

めなければならぬ機運になってきた。

こう考へてみると學會の仕事としても、普 

及•硏究・實用の三分野をはっきリと分立さし 

てゆくことが必耍になってきたのではないか 

と思ふ〇

尤も大きくエスペラント運動といふ高處か 

らみればこれらの三つが合一してをって不思 

議はない〇しかし大?E八九年頃はエスペラン 

チストが皆一人でこの三分野を兼ねそなへて 

ゐたが今日に於ては刍エスペランチストは意 

議的にしろ無意識的にしろこの三分野のど吏 

かに屬する樣になってきた。卽ち或る人は普 

及宜傳といふことをさかんに强調し普及宣傳 

以外にエスペラントは何物でもないと叫ぶ。 

乂專る人はエスペラントは音語である。これ 

を言語的に硏究する以外ろ何物でもないと云 

ふ。又或る人はエスペラントは賓用せねば無 

價値だ〇實川なきエスペラントは畫にかいた 

餅にすぎぬといふ。

卽ち创立當時學會が仕がをするに際しては 

エスペランチストは大體一色だったから樂に 

仕束ができたが今日は少くとも上述Q様な三 

色のエスペランチストがでてきた。これらの 

人々は各々自說を主張してゆづらないとなれ 

ば學會の仕事もこの三種に仕事をはっきりと 

分割してゆかねばやりにく くなってきた。

卽ち學會が普及の分野に於ては普及〇中心 

機關として會費よりの總收入をできるだけ普
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及のためのみにつかはねばならぬことになっ 

た。しかも一方硏究の分野ではできるだけ工 

ス語硏究の圖書を刊行し又楝々の調査硏究を 

もなさねばならぬことになってきた。又實用 

の分野に於てはエス語書きの文獻の充實に努 

ヵせねばならなくなる。

例へば學會め機關誌たる本誌にしても普及 

の分野から云へば内地報道や運動に關する記 

事を滿載せねばならず硏究の分野から云へば 

エスベラントロギーオのカ面の記事を多くせ 

ねばならず・實用の分野から云へば文藝作品 

のエス譯とか通俗科學作品のエス譯とかいっ 

たものを・滿載せなければならなくなってく 

る。
本誌の編輯上についての注文も結局この三 

分野のどれかに屬する人々が他の分野に屬す 

る記事の揭載を否定されるにすぎない。例へ 

ば或る人はK. 〇.は全部內地報道や宣傳に 

關する記事にせよと云ふ。或る會・ではエス語 

の語學硏究記事を主として語學上の指導をせ 

よといふ。或る會ではエス文を多くせよとい 

ふ。會貝仝部の考へが一色なら當編輯部では 

何とかできるのであるが、こう相剋する三色 

が入りまじってゐるのだから手のつけようが 

ない〇

ではこの現狀をどう打開してゆくか。我國 

エス運動の將來の見透しはどうかといへばっ 

まり將來は普及專門の中心團體と研究專門の 

小心機關と實用專門の中心機關とが出來あが 

る必要があるわけである。しかし全體として 

はこの三つが又混然として一體をなしてをら 

ねばならぬのだから、結局まあ近い將來に於 

て現在の學會が中心となってこの三つの職務 

を別々に分擔する機關を自己の內部に併存す 

るか形の上でハッキリ三つの別團體をつくり 

それを總括してゆくかでなければなるまいと 

思ふ。どうしてもそうさせようぢゃないかと 

いふのではなく必然的に分化してそうなって 

ゆくのぢゃないかと思ふ。これを圖示してみ 

れば

「も

2.

3.

OJ

rt̂

匚 UT
M
O
d
s
p

Asocio （普及團體）
c一般普及連動の支持わため）

Instituto （硏究機關）•
/語學的硏究、專門術語硏究\
1委員會等を設ける ）

Eldonjo （實川機關）
（文獻の充實.海外圖書の取
（次、圖書の出版

尤もこれらの三つがお互に關聯し乂助けあっ 

てゆく筋合のものであって例へば獨習書の出 

版の如きは普及といふ意味から云へばAsocio 
の仕事であろうが、これらは便宜上まとめて 

Eldonejoの方へ委ねる〇今II盏しあたって 

はAsocioとInstitutoの仕事とは之をーまと 

めにしてAsoci 〇でやってもよい。

何にしてもとにかく將來はこの三つが獨立 

して各分野のためはたきそれらが全エスペラ 

ンチスターロによって總括されてゆかねばな 

らぬと思ふ。C岡本）

12月22 ロ學伶理游會及評議H會合同會合 

あり久保評議負より學會特使として九州旅厅 

中各地同志より提出の希望條項を戟吿をうけ 

いろいろ硏究しなるべくその希望條項を實現 

することになった。その際學會組織の問題も 

提出され種々審議されたが時間の不足と虫天 

問題のため新春の次囘會合迄に研究しおくこ 

とになった。卽ち現在の舉脅をこのまゝで披 

大强化する方法か或はローマ字伶の如く財 

團、社團兩法人を設立し唇齒輔車の關係にお 

くことについて糧々の考慮がなされることに 

なったわけである。

猶その節本誌の編輯につきもっとエス文を 

少くする樣希杲があった。（J 〇〇

九州及廣島の同志各位へ

先般本會評儀員久保貞次郞君が本會特 

使として貴地訪問の際は種々御配慮及御 

歡待にあづかり冇難く存じます。おかげ 

をもちまして多大の收瘦を得ましたこと 

を厚く御禮中上ます。 •

去る12刀22 n役員會の席上同氏より 

種々同忐證氏の御希望をうけたまはり早 

速實行し得るものは實行に着手すること 

に相成りましたからどうぞ御期待願ひま 

す。 ね ・:

先は略儀午ら誌上にて御禮中上げま 

す。敬具

戳日本エスペラント學會

理事長大石和三郞
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Vortĝardeno

i.小佛師

Wŭster, Die Verhaltniswdrter des Esp. 
にわ，（fsuperhomaわ論理上1.「いちじる 

しく人間的」，2.「人間的を越えた丄3. 「超 

人に屬する」の3の解釋がなりたち得るが」 

Esp.のlingvuzoわ 2の解釋のみを許し 

ている』とあるが,そんな類例を日本語に求 

めてみる.「小佛師」わ鎌倉時代にわSy6bu- 
ssiと讚んで，「大佛師」Daibussiに對したも 

のであった。「大佛師」わ一人しかなく,佛像 

製作の司令官のごときもので，小佛師わ數人 

ありこれに從って仕事をしたものであった. 

ところが江戶時代になると小佛師をKoboto- 
kesiと讀んで,形の小ざな佛像を作るものを 

稱するようになった•前者の構造わ「小一佛師」 

であり，後者わ「小佛-師」である.この話わ 

奈良の博物館で羡術の講義を聞いていて拾っ 

た.

i ' 2. ringe de

Kalocsaj・Waringhien, Plena Gramatiko, 
p 26? をみると ĉirkaŭ, ĉirkaŭe de, ringe de 
や inter, meze de, kerne de, centre de な 

どある.なるほどringe de, kerne deなど 

わ論理上可能であるL, tた寳際使われてい 

るのでもろう.しかし& rkaŭe, ĉirkaŭe de, 
inter, meze deと比べれば使用度數からく 

る親しさ,安定感に:feいて異なる.すなわち 

いまだ十分熟していないように思われる.ま 

た語根の意味の性質上なんとなくかたくるし 

い. こうゆうlogiko と sento を gustumi 
できなければ!ingvoをposediしたとわい 

われまい,わヵ：Esp.においてすらも.

3. pl umo

plumoに2つ意味がある.「羽毛」と「べ 

ン」・歷史的にわpravigeblaで，昔わ羽毛を 

削ってベンにしていたのである.また現在で 

备フランス語でわplumeで2つの意味をあ

Kawasaki-N

らわしている.しかしEsp・がこのフランス 

語の習慣を採用したることわ,たといドイツ 

語でFederが2つの意味を保ち,英語の 

penの語源が羽毛であるにLても,現在「羽 

毛」と「ベン」とわ明かに別箇の物であるの 

だから,1語根で兩者を兼ねしめたのわはな 

はだ面白くない.といっていまペンに當る語 

根をどれに求めるか?ヨーロッパ語を見わた 

してもっとも良いのわpenであるけ才しど,そ 

してpenoとしてもEsp.の單語らしくなり 

得るのであるが，すでにpeniなる語根が存 

在するので,これわ採用できない.もしpeni 
なる意味がEsp.で他の形の語根であったら 

いままでにきっとpeno Cペン）が遠慮なく 

はいりこんでいたに違いない.せっかくはい 

れる資峪を持ちながら,他のものにじゃまさ 

れてる形である。 ..

4. baki panon—rosti panon .

目的語の性・質に2つある第1わ動詞の動 

作以前からその物が存在する場合,第2わ動 

詞の動作によって始めて物が工ずる場合.Mi 
batis la hundon ナフ第 1,Mi konstruis domon 
わ第2•同じ動詞でも2つの場合があり得る. 

baki panonわ「パン粉を燒いてパンをこし 

らえることだから第2., baki viandonわ「肉 

を燒く」のだから第1.トースパンになれば 

第1でrosti panonだ.ドイツ語でわ第1 
の目的語を Affiziertes Objekt,第 2 を Effi- 
ziertes Objekt と言う,英語でも affective 
verb, effektive verbなど使う•第2の場合 

を自分で探してみると團白いと思う.類例: 

bori truon, elekti deputaton, fandi statuon, 
redakti artikolon.對照:plekti pajlon … 
plekti reton.

C大阪,18 nov.1935）
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固有名の綴り方に關するザメンホフの意圖

-----Kion Zamenhof rekomendas koncerne al la skribado de propraj 
nomoj kaj tiu de fremdaj sonoj alilingvaj en Esperanto ?-----

J. Ok AMOTO

有名CPropraj nomoj）をエス語中に 

於て如何に取扱ふべきかといふ問題は

非常なむづかしい問題であって未だ十分解決 

されてをらぬものである。おそらくはこの問

題の徼底的解決まで□ま非常な長年月を耍す

ることと思ふ。く尤もこの問題はエス語のみの 

問題でなくどの言語に於ても解決されてをら 

ぬ問題である）。といふのは世界中にはエス 

語の外に何百何千種の書語が存在してゐるの 

だからそれらの樣々の言語を話す人々によっ

て名付けられた固有名はエス語に含まれてを 

らぬfremdaj sonojを澤山にもっことも當

然でおるし又それらの言語の正字法によって

綴られてゐるのでエス語にない文字やエス語 

と同一文字であってもちがった音賈をもった

文字をふくんでゐるからこれをエスペラント 

へ人れるとなるといろいろむづかしい問題が 

おこってくるのである。尤もこれらの固有名 

はすべてfremdaj vortojとして手をつけず 

にすべてその原語のままの綴りにしてをけば 

いいようなもののエス話にないx y wの如 

きラテン文字をそのまま人れることはまだ許 

されるとしてもラテン文字をつかってをらぬ 

言語に屬する名弭は手のつけようがない。こ 

れらを一樣にエス詰へうっすことは仲々容易 

に解決できる問題ではない。

併しむづかしいからといってこれが解決を 

遷延してをくことはできない。エスペラント 

は理頹わ言語であり現在よりも未來の言語で 

ある。なるほど現在としてはエス語の勢力な 

弱く未だ宣停の時代を脫却してをらぬから今 

の所では主として强國であり文明先進國たる 

ラテン文字を用ひてゐ无ヨーロッパの言語で 

綴われた固有名はその綴の儘エス文中へ入れ 

ることになるのもやむをえまい。しかし之は 

現實社會との妥協であって我々の究極の理想 

とは凡そ緣遠いものである。例へば外國へ手 

紙を出す場合に中味は全部エス文で書いたと 

しても先方の宛名なる固有名はすべて先方の 

國懿によって綴る外方法がないのである。之 

をもしエス語流に綴ったのでは文通の當事者 

たるエスペランチスト同志の間では通用して 

もその手紙を預って配達してくれる日木及先 

方の國の郵便局では讀めないから結局配逹不 

能になってしまふのである。だから妥協の結 

果先方の國捂の正字法を用ひるのである。し 

かしこれはあくまでも妥協であってエス語の 

理想ではない。 ・

しかしエスペランチストの中にはこの現實 

に卽した妥協をどこまでも實行しようと考へ 

る人もある。併し我々は我々エスペランチス 

ト間に於て（卽ち第三者たるneesperantistoj 
の介在せぬ場合;）使用する場合にはすべて理 

葱に一步でも近づいたやり方をとるべきでは 

なかろうかと思ふ。

ではここに云ふ固有名ノ綴り方の理想は何 

かと云へば云ふまでもなく固有名は殘らず工 

ス化Cesperantigi）して之にエス苗の品詞語 

尾を附加することである。併し全部をエス化 

するのも臆劫でありおもしろくないならば次 

善の理想として少くともエス語の正与法に從 

って綴ることにあると思ふ。それにしてもこ 

の理想は實際上はなかなか簡單に解決するこ 

とができない。それは第一には固有名は如何 

なる言語中においてもいつも發音よりも綴字 

の方が大きな魅力をもってゐるもので之をち 

がった綴り方にするといふ事がどうしても見 

る人々の眼に異樣な感じをおこさしめること 

になるからであり第二にはエス語に存在しな 

い音や音の組合せが含されてゐる場合これを 

エス文字で轉寫することができないからであ 

る。併し我々はこの理・想と現實の開きを幾分 

でもちぢめ將來の完成への努力をおしんでは 

ならないと思ふ。エスペラントはすべての點
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で未だ未完成である。我々は將來の完成のた 

め協力せねばならぬ。 :'

それにつけてもザメンホフはこの固有名の 

綴 方の問題一これに附隨してはエス語以 

外の言語の音をエス語に寫す問題一につい 

て如何なる意見をいだいてゐたかをここに紹 

介したいと思ふ。

扭ザメンホフはこの問題についてしa Esp
erantisto 誌上で1890年と1891年とに各-•回 

づつ意見をかかげ1904年にEsperantische 
Mitteilungenにもそれに關して意見をのべ 

てゐる。この中前二者はOriginala Verkaro 
にでてゐるCリングヴィ・レスポンドイ?H譯 

附錄にも轉載)し昼後のものはしingvaj Res
pondoj (Plena Kolekto)!こ出てゐる〇

次にこれらの三つの解答をそのまま和譯し 

て紹介することとした。Cエス原文を比較した 

い方は上記の書籍によって比較されたい)猶 

原文の意味がわかりにくい所は脚註の形式で 

紹介者たる譯者が解說を附加し又特に讚者諸 

君に注意してよんでもらひたいと思ふ所は下 

に線を施して示すことにした。C但し太字體で 

書いた电のは原文でイタリック體を用ひた箇 

所である)。

La Esperantisto 誌!890 年第 55 頁に 

おけるザメンホフの解答

セントペテルブルグのJ氏へ----貴君は

Adresaro・の中の一部の名前と住所はエスペ

ラントの正字法(ortografio)で綴られてゐる

し他のものは國々の正字法に從って多種多樣 

に綴られてゐる.ことを不思 £だと考へられま

す。この變な事的のよって來たる原因はつま

りこうなんです:卽ち我々の同志の名前を勝 

手に變更しないように先方から當方へ書きお

くられた名前と住所をその儘印刷させたから

なんです:卽ち口 ーマ字(latinaj literoj)で 

書きおくられた宛名はその書きおくられた形 

Cそれは大部分その國の正字法によってゐる) 

のままとし他の文字(例へばロシャ文字)で 

書かれた宛名----それは何としても□ーマ字

に書きかへ(transmeti en alfabeton latinan)

关ザメンホフの 版したエスベランチスト 

の名簿

ねばなりません——のみをエスペラントの正 

字法に從つ書きかへたのです。論理は無條件 

にすべての名前に對して一つの同じ正宇洙 

(卽も簡單なエスペラント正字法ヽが採用さる 

ベキことを命じます。何となればもLそうし 

なければエス語の謡作の中で或る名前にぶっ 

かった時人々はそれをどう黄詩するのか判ら 

なくなるからです。疑もなく後にはこの正叱 

法力:採用されるべきでありませう。そして數 

年の後に於ては Bajronを Eayronとかいた 

〇 Gete_をGotheと書いたりするのが誤と 

目イ故さ和るで孤りませ5。併し今日すぐ名前 

の書き方について無條件的な、一定の、常に 

强制さるべき法則を與へるといふ時ではあり 

ません。そして暫くの間は各人力:一番便利と 

考へるやり方又はその名前の屬する國語の正 

字法に準據して名前を書くがままにほってを 

くべきでせゝ〇名前の杲後の書き方は凝もな 

く發音的な綴り方(.ortografio fonetika)で我 

々は常にこれにむかってすすみ又これになれ 

る樣にすべきで決る;併し今日はまだ呱各國 

の正字法を用ひねばなりますまい、といふの 

は我々の正字法がまだ世界中にまったく知ら 

:れてゐませんからこのエス式正字法で我々の 

宛名を書いたのでは多分その我々に對して差 

出された書狀が我々の手にとどかぬといふ危 

險をおかすことになりませう。我々はこの問 

題に對•しては別にもっと詳細に諭じょう。併 

しこの問題が使用によって決定的にきまるま 

では唯それが讀者に了解されるならどの書き 

方でもよいわけです。

La Esperantisto 誌!89!年笫1_3 頁 

における「Alfabetoについて」なる 

ザメンホフの論文

我々の言語のalfabetoはあらゆる有力な 

言語に最も共通な音を示す所の二十ハ箇の文 

字から成立ってゐる。この二十八箇の音はき 

まった甲で嚴格な制限の下にどっかに別個に 

存在しそゐるといふのではない。それらは長 

い間考究、H試用の後多樣の人類の言語中に 

見出される多穗多樣の數多い音の中から選ば 

れたものである。あわゆる肓語に存在するす 

べての音を我々の言語に採用するといふこと 

は絕對的に不可能で启るし乂よしそれが可能 
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にしてもそれは全く不便なことである。音の 

數は無限であるし同じ音にしてもちがった言 

語に於てはそのnuancojが多種多樣であり 

又それを確然ときめることも又相互に區別す 

ることも甚だ困難であるからしてゝよし一人 

の人間が世界中のすべての言語を完全に知っ 

てゐるとしても、人類の言語には幾何程の種 

類の音が存在するかといふことを一槪數に 

しても——云ふことができぬと思ふ。又假り 

にこれらの音の數がきめられるとしてもそれ 

らのすべての音を全部習得して實際に區別し 

て發音することはalfabetoの硏究に多大の 

時間を費し非常に銳敏な耳をもち非常に自由 

にうごく發音機關をもった人でよほど學問の 

ある人にとってさへも殆んど全く不可能なこ 

とであるだろう。

どの言語もこの無數の音の中から唯あるき 

まった音の集りをのみ自分のものとし他のす 

べてを捨ててしまってゐる。我々の言語に於 

てもまた我々が同じ樣にするより外方法がな 

かった。卽ち我々は我々の言語のalfabetoを 

形づくってゐる一群の音を31 定したのであっ 

てその他の音は我々の言語には用ひられなか 

ったわけである。我々の言語が全世界中の僅 

か二三人の人々の興味をひく樣な科學的玩具 

であったり多數の大衆にとって全く使用でき 

ぬ全く實用に適しない言語でなるやうなこと 

を欲しないとすれば我々がこの上述のやり方 

しかできな力ゝったといふことは何人といへど

も换はぬでありませう。

か樣にしてエスペラントも他のあらゆる言

語と等しくハッキリときめられた或數の音と 

文字をもってゐるのであってこの言語におけ 

る新語はこのalfabetoの範圍中に存在しな 

い音をふくんだものか以作られるべきではな

い。語彙の創造といふことに於てこの原則に 

從ふことはいたって單純なそして平易な事柄

で我々はそれについて晤る必要もない。併し

我々が我々のalfabetoの中にない文字で示 

されるべき未知音（fremdaj sonoj）を用ひね 

ばならぬといふ樣な狀ffi1に立ちいたった場合 

一（勿論この狀況は我々の言語の耦造の特 

殊性に中來するのでなくこの事は他のすべて 

の言語に於ておこる出來事である）ーー卽ち 

我々がある國の名前C人名とか地名とか）を 

用ひる場合又は未知の語彙の正確な發音を支 

字で示したいと思った場合等がそれである〇 

こういった場合我々はどうすべきだろうか! 

この問題が蜜地に全く ノ、ツキリ!Lシッカリと 

決定してしまふ迄は初^に於ては我々は次の 

樣にすべきことをおすすめする:

しエス語にない文字を含んでゐてしかも 

我々にとってその意味が重要でその發音の樣 

式が重姿ではないといふ樣な或る國語での名 

前（ia nacia nomo）を示す場介には我々は次 

の三つの樣式のどれかをとる〇

a） その國語に用ひら九てゐるその儘の形 

で之を用ひるそしてその發音は謂者の勝于に 

圭かせる。C例へば"Fiirth”〔ババリヤの町人 

“G6the つ
b） エスペラントの正学法と音韻法に從っ

て書く、创サ我々の言語に用ひられる昔と文 

字で示すĈ例へば"Vjazma"〔ロシャの町］、 

“ Puŝkin つ 「’

c） 純エスペラント的の件質をおばしめる 

卽ちエスペラントの正仔法と年;韻法のみなら 

寸'我々の•き語の文法的の形槌をも駅へる。〔例 

へは “ Numbergo ヽ"Rejno "）。

この三つのやり方は又他のあらゆる言語に 

於て用ひられてゐるものである。

フのfremda nomoが丰のfli國語に於て我 

々のと同じ 刃仙betoで書かれてゐる時に我 

々は普通第一のやり方Ca）を用ひろ。〔例へ 

ばローマ字を用ひてゐるどの國でも“Man・ 
chester", “Byron”と書く。尤もそ才しらの 

名前ほそれらの言語の讀み方の規則とは全く 

ちがったよみ方をされるが）。

才に名を與へた画民とそれを田ひる國艮が 

ちがったalfabetoを用ひてゐてその名を形 

の上からの模倣によってはうつせないしせた 

うっす必要のない場合に第二のやり方（しが 

用ひられる。C例へばロシャ人は自國文字で 

“Ŝekspir” と書いて “Shakespeare"とは書 

かない、又ロシャ人は"Njeva”と綴り大!£ 

その樣に發昔するのにドイツ人は"Newa‘‘ 
といふ風に書く人.- -/

第三のやり方（c）は重要な名又は踊くり力 

へされる名で餌に存い間の伸用によってつく
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りあげられた形の下に非々自身の言語の語彙 

の中で一定の地步を示めてゐるものに對して 
~ 一 一  ——'・     ・・・一 ・・ 

用ひるc C例へば"Warszawa''の代りに 

"Varsovie "又は"Warschaŭ ”, " Lisboa " 
の代りに a Lissabon "又は i( Lisbonne ”)〇 

以上の三種の方法の中エスペラントに於て 

は何れをとるべきか又如何なる場合にそれら 

を用ふべきか一については我々はまだ決定 

的の事は云へないヽ何となればこの問題は大 

變解決の六ヶ敷い問題でいくらでも論ぜられ 

るものであるからだ.それで我々は今は猶他 

のあらゆる言晤におけると同樣この解決を時 

の力と使用によるsankciadoにまかせること 

にし使用者の考へのままに放任したい。時が 

たって我々の言語の文獻が增大した時この問 

題は次の樣なやり方で解決されるでせう:卽 

ち他のあらゆる言語に於いてみる如く徐々に 

使用によってエス語の地理的歷史的り話彙が 

形成されてゆくか又はあらゆる名前の使用法 

についてのよい一定の共通的な規則が提案さ 

され採用れるかでせう。 .• ，

最・期待すべく又幕“、よい宠ましし、もの 

(celinda) は後洛のやり方でナ、そして多分 

臥らゆる名前は發音的に綴学的に紳エスペラ 

ン［的の形をŬ、っことつ士伤上述の三つの方 

法の中で時と共に铤もなくち□炒壬绽に對 

してたった一つの乂、の卽ち第三の方法が勢力 

をえませう。併しいろんな原因でこの初期に 

於ては上の三つのやり方のどれカ、を口巾に用 

ひてよいとしてをかねばよりますまい。それ 

にしても是等の方法をえらぶに當って次のよ 

うな幾つかの助言を呈したいと思ふのです。

a) 第一の方法によるものはすべての人物 

の姓efamilia nomo) C但し自分の名前を自 

身でエス流にしたのは除き)及びあまり有名 

でなく又稀にしか小てこない地名で純エスペ

ヲント的の形にpublikoがなづみそう乂ない

もの又はその國語による り方力;エス語綴と

は全〈相潦してしてってエス話綴をとり入れ

たのでは讚者がそのもとの形を想像もできぬ 

樣な地名をあらはす場合に用ふ。

b)独の方法はすべてĝーマ字职外の文

字で書かれてゐてエス で綴って比そのもと

の形が判らなかったり樺にみえたりしない务

前关に用ふ。 ・. ・ ・

C)第三の方法はあらゆる重要なそして踊 

出會ふ轴名で我々の語彙の中の語として認め 

られる事のできる"、のでもしそれが純エス式 

の性質をもってをらぬならば嫌使用さねるた 

めに我々の言語の中にあって音の不調和(dis- 
sonanco)をきたすおそれのあるものに用ふ。

この我々の助言は規則として與へたのでは 

なく單に論理と傳統ーーこの傳統はすぐ一時 

に破壊しては危險である——との間の調和を 

はかるための壬段として與へたものである。 

併しこの三つの方法によって書くことが六ケ 

敷い場合乂はおれこれの名前についてど仝兰 

わ方を甲ひるべきか廣はしし '時は欲三のやり 

方をするのが最もよい、何となれば第三のや 

り方は常によく又規則的で旣にのべた如く時 

のたっと共にあらゆる名前の唯一の使冃法と 

なるベキものだか以である。

II.併し時によっては單にある種の名前や 

外國語彙の意味を示すのでなくその正確な黄 

住示さねばな以ぬ樣な立場になった場合し 

かもその場合我々の alfabeto の中にそれに 

當る文字が存在しない場合その發: トを文字で

示したいといふ場合がおこる〇そんな時どう 

すればよいか。この問題はエス語のみの特別 

の問題でなくそれはあらゆる現存語における 

共通の問題でしかもまだどの言語に於て・そ 

れが今日迄解決されてをらぬものである。卽 

ちいかなる言語も今日迄の所その言語にfre
mda な音をふくむ攻る語彙を正確に示す方 

法がない。小國や遠い國々の言語の音につい 

ては云ふ迄もないが强國でしかもごく近い國

々の言語音でさへ示すことができないのであ 

る〇例へばスラヴ語はローマンス•ゲルマン 

晤の如何なる語をもpre&zeには示すことが 

不可能である、又後者もスラヴ晤のいかなる 

語彙をも殆んど示せない;否スラヴ語相互間 

に於てさへも□ーマンス•ゲルマン語相互間 

に托いてさへもお互の語をも互にprecizeに 

書き次らはすことは不可育总である。

・我々が我々の友人のロシャ語での宛名を 

普通ドイツ語流やフランス語流でかくとし 

てもそれは郵便の便宜のためにするのみで 

ある。〔ザメンホフ脚註) 
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併しエスペラントに於てこの囂・然では為るが 

しかも大きな缺陷の存在をゆるすわけには炒 

かない。我々の言語の目的は國民間の結合物 

として役立つことである。從ってこれは決ら 

ゆる言語の音を示す力をもってを山ねばなら 

以ない。尤も旣に云った如くあら巾る言語音 

我々の alfabetoの中へ程入することは不便 

であり却ってありゆるエスペランチストによって 

學ばるべきalfabetoは全く明瞪な一定の加; 

人に習熟1やすい咅のみでなければたらぬ。 

併し純エス毎のalfabet〇の外に猶全く frenv 
daな音に對する樓備の字母(proviza alfabet ) 
をもたねばならぬと思ふ。これらの理備の字 

母け兰スペラント大衆にとっては全く不必婆 

で之を誰・學ばねばわけではない。それは唯 

言語學者のために存在するのであってこれは 

我々の言語の中で見出される音をすべて明瞭 

に一空に(unuforme)表明するための條件的 

の方法として言語學者に役立つためのもので 

ある。從って疑もなくかかる完全で十分な義 

備の字母は我々より心一腐その方而の或門家 

が漸次に作ってゆくべきであってこの考の實 

現のためこの問題について忠言と意見とを書 

きをくられる樣皆樣にお願ひする。併しこう 

x、った完全な连備の字母の届終の決定的完应 

まで相當長い却間を要するのにしかも今口我 

々としては旣に何等かの一樣な方法による諸 

種の未知音(fremdaj sonoj)の表明法を必要 

とするのである。それでそういった時期の來 

る迄にここに非常に重要な未知音に對する我 

々自身の考案を掉出したい。尤も猶今後我々 

が受けとる提案に於てはーーそれらの提案は 

この誌上に發表する筈——同一の音は多分こ 

こにのべる我々の案とはちがった表し方にな 

るでせうが併L同一の音をちがったやり方で 

示しては困亂をおこすことになるからそれを 

さけるために我々は今後發表する挖案はその 

ままとして他の様式がハッキリと公けに認 

められる時期迄は我々のこの提案は不變更の 

ままと丄てをくといふことを讚者諸君に御 

記憶願ひたいと思ふ。眼で見ると我々の樣式 

(sistemo)は少し不便である。そしてfremda 
senoにはすべて新しい文字を创造するか又 

は旣にある文字に何等かの記號を加へる方戲 

遙かによいでせう〇併しこれらの文字は井常 

に稀に用ひられるのでそれでどの印刷所もそ 

れに特別の活字をつくってくれぬでせう。そ 

れでは實際上必要な場合に用ひられないこと 

になりませう〇そ7しで我々はfremda sono 
を括弧入りの文字で表すことにします。我々 

はここではただ重耍なfremda sonoのみに 

ついてのべます。

1) ドイツ語のa 〇 ŭ Cフランス語のai, 
も eu, oeu, u)は a(e), c(e), u(e)で示す。

2) 軟子音(例へばスラヴ語における)は 

子音の後へ(Ĵ)をおいて示す。

3) 硕子音は子音の後へ(u)をおく

4) 昴音n (フランス語■ポーランド語の) 

はn(g)で示す。

5) 英語の"think "のthはt(h)で示す。

6) 英語の"fathe严のthはd(h)で示す。

7) aと〇の中問の音は—a(o)で示す。 

上記の少數の記號は習得し記億す二にきわ

めて容易であるがしかもこれらを上1こヨーロ 

ツバの各國語の音を殆んど全部明瞭に且精細 

に表はすことができるーーそれらの言語に於 

てはこれらの音を示すために非常に澤山の記 

號が用ひられ澤山の難漩な發音規則が用ひ 

られてゐるにも拘らず。例へばもし我々が 

"urso ” と"leono "と"dolĉa "のドイツ 

語譯を示し"glacio”, "morto", "estis"の 

ロ シャ語譯、"pensi", u patro ", a bone "の 

英語譯、“mia”のフランス語譯、“cigno”， 
n klafto nのポーランド語譯を示すには—— 

“ba(e)K】)”，，lo(e)ve®”，“zu(e)s⑶”，“l(j)・ 
od ⑷",“ sm(j)ert(j)⑸ゝ“ b(u)il(u)® “ t(h)- 
inkG)”，4< fad(h)er^)", "ŭeK。”, “mon・
(g)め",“l(u)aben(g)dz(j)1〇,, Cこれは又

J l(u)aben(g)dĴG)とよむ)“son(g)jen(j)g " 
とすればよい。

又澤山の言語はアクセントや母音の長短の 

點でエスペラントとちがってゐる。これらは 

普通に用ひられてゐる記號卽ちい,3,えで示 
しませう。 二 ・

(譯者註)(り Bar, (2) Ldwe, (3) siiss, 
(4) 旋△め (5) CMcpTb, (6) bliJIt»,
(7) think, (8) father, (9) well, (10) mon, 
(11)とabedzi, (14) sazeri
・普通アフセントをの形であるからaは 

誤植かと思ふ …・ ・二.
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Esperantische Mitteillungen 誌!904 年
6月號掲 のザメンホフの解答

固有名は今の所それの所有者の讯

くのと同じ樣に書いてよいのです、何となれ 

ば現在の所澤山の名稱を發音的に書くことは 

其名稱をあまりひどく變形さすことになって 

種々の誤解を惹き起すからであります。血 

これは唯一時的の方便でち〉って我々はエスペ 

ヨエトに於て早晚すべての名稱がどの國民で 

も其名を正L く發音することのできるやうに 

此言語のinternacia發音法に從って書き綴 

るやうになることを心掛けねばなりません。

**

以上の中第二の"Pri la alfabeto nといふ 

論文にはザメンホフの暑名が入ってゐない。 

しかしザメンホフが書いたものであることは 

D-ro Dietterleの云ふ如く明かである。

扌£之等三つの解答をよんでみる ザメンホ 

フの何事に關しても銳八透徹した觀察とエス 

語の理想性を主もろうといふ火の樣な熱情と

EL EKSTERLANDO
Unu el la plej efikdonantaj rimedoj de 

propagando de Esperanto estas organizataj 
ekspozicioj pri la esperantlingva gazetaro, 
jurnalaro, perioda kaj neperioda, pri la 
eldonita kaj eldonata en ĉiuj landoj, verkojf 
ĉu originalaj, ĉu tradukaj, sciencaj, litera
turaj, politikaj, lernolibroj vortaroj ŝlosiloj, 
propagandafiŝoj, glumarkoj, poŝtkartoj, in
signoj k. t. p.

Unu observo dum minutoj de tiaj ekspo- 
zicioj alportas pli da utilo por propagando 
de Esperanto, ol longhoraj raportoj, faritaj 

を感ずることができる。この詳しいしかもか 

んでふくめる樣な議論のすすめかたをみてこ 

の問題に對するザメンホフの意圖が那邊にあ 

ったかについては敢えて一言の蛇足をも要さ 

ない。十分熟讀铳味されることをのぞむ。尤 

もエス語においてfremdaj sonojを示すた 

めのproviza alfabetoの問題についてはザメ 

ンホフは理想としては別項の文字を必要とし 

唯現實の妥協としての試案を提示してゐる。 

こ のザメン・フ の理想のproviza alfabetoは 

萬國音聲學協伶の普聲記號のようなものであ 

ったらう。音聲記號は轆近看聲學の進步と共 

に老案されたものであるがザメンホフが旣に 

1891年にこういったことをのべたのは先見の

明があったものといってよいと思ふ。次にザ 

メンホフが實際自分の著述の中で上述の如き 

自分口身の抱柬する理想をどの程度迄實行し 

たか。卽ち彼は如何に固有・名をエス化し又工 

ス化せぬ場合にはエス正字法によって如何に 

書きあらはしたか。このことについては他n 
筆硯を新にして御紹介したいと思ふ。

La organizata de ni ekspozi cio estas mi
granta, ĝin akompanos profesoro de Espe
ranto, lektoro-propagandisto klarigonta en 
siaj publikaj lekcioj la grandan signifon de 
Esp. por la internaciiganta homaro・

Kun plej serioza akurateco ni respondos 
al ĉiuj kaj rekompencos per nialandaj 
esperantaĵoj kun granda danko. Tiamaniere 
ni reciproke pliriĉiĝos per esperantoj serv
ontaj grandskale al la propagando de espe
ranto. Ni volonte akceptos ĉion en espe
ranta lingvo.

Krom la ekspozicio ni preparas al preso 
verkon sub titolo " Tutmonda esperanta 
literaturo v, en kiu aperos ankaŭ fotoj kaj

eĉ de plej talentaj oratoroj. indeksoj pri eldonata via organo kaj espe
Jen kial ni esperas, ke vi ne rifuzos al ranta joj, eldonitaj en via lando.

ni alsendi almenaŭ unu numeron de via 
organo por nia granda ekspozicio pri espe
ranta gazetaro, jurnalaro, literaturo.

Kompreneble, ni estas pretaj rekompenci 
vin por via alsendaĵo per pli valora espe- 
rantaĵo el nia lando.

Esperante je via baldaŭa plenumo de nia 
peto, kun internacia saluto.

Nia adreso : Esperanta Rondeto ĉe 
s-ro Zinaida V laso va r 

U・ S. S. R. Ukrainio, Ĥarkov, ul.
K. Libkneĥta 40, 62 skola.
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INFRARUĜA FOTOGRAFIO
（赤外線寫眞術）

Makoto Kuros aki

Ĉu vi jam aŭdis pri u Infraruĝa Fotografio ” ? Lastatempe ĝi elstare rekonigis al 
la publiko. Kaj ofte oni vidas fotojn faritajn laŭ gi. Ĝi apartenas al la plej moderna 
fako de fotografio, kiun ja bezonas moderna socia vivo. Mi nun faru simplan priskribon 

pri ĝia konturo.
Kiel vi scias, fotografio estas aplikata en diversaj aferoj de F socia vivo. Ĝi ludas 

gravan rolon en la socia vivo, kiel unu el rimedoj por postrestigi diversajn trajtojn de 
f okazintaĵoj. Fotografio kaptas la tuton de Y okazintaĵo en momento. La rezultato de 
la fotografado restas eterne kaj en ĝi ne ekzistas diferencoj persona, nek psikologia.

Nuntempa fotografio kapablas kapti la tutan fenomenon de la universo, kiun oni 
povas vidi nudokule; ĝi povas perfekte fotografi diferencon de diversaj koloroj kaj 
lumecon de videblaj radioj. Sed miraklan aferon jam fotografio efektivigis, ke ĝi kaptas 

nevideblan mondon, nevideblan per niaj nudokulcj.
Tio estas Ia mondo prilum让コ de infraruĝaj radioj.
La radioj nevideblaj de niaj okuloj, ankaŭ okupas lokon en spektro ekster la nigo 

kaj ekster la violo.
Sube mi montru la spektron.

Ne ^deblaj ..
加"a 29勺 rd®. •
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La parto sidanta ekster la ruĝo estas nomata infraruĝo kaj enhavas precipe la plej 
varmajn radiojn de la lumo. Ili estas radioj kun longaj kaj malrapidaj vibradoj.

La parto sidanta ekster la violo estas nomata ultraviolo. Ili estas radioj kun mal
longaj kaj rapidaj vibradoj. Tiel vi bone legis en la lernolibro de Fiziko.

Radioj estas apartigitaj laŭ siaj vibradoj, t. e. laŭ ondolongoj, kaj diferenco de radia 
vibrado sentigas al la okuloj ĉiun malsaman koloron. Videblaj radioj sin lokas laŭ 
ondolongeco, de 700 milimikronoj ĝis 440 milimikronoj. Blanka lumo enhavas la tuton 
de la radioj malsame vibrantaj, kaj ĝi facile disiĝas tra prismo en ĉiujn malsamajn 

kolorojn kaj formiĝas spektro.
La nevideblaj infraruĝaj radioj sin lokas laŭ ondolongoj de pli ol 760 milimikronoj 

ĝis 100,000 milimikronoj.
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Infrarugaj radioj estas eltrovitaj jam antaŭe en 1800 de WHliam Harschel. Kiam 
li mezuris per akrasenta termomentro laŭspektran varmefikon de sunradioj, li rimarkis, 
ke tre varmefikaj radioj tute senlumaj etendiĝas plieksteren de la ruĝa ekstremo de 
videbla spektro. De tiam oni ekstudis la radiojn diversflanke, kaj tio rekonigis en la 

mondo.
En 1840 Harschel eksperimentadis diversmaniere fotografi per fotografa plako, kaj 

li trovis, ke ordinaran plakon ne impresas rugaj radioj kaj infrarugaj, sed kiam oni 
sendas ruĝajn radiojn sur plakon, kiun jam antaŭe impresis bluaj radioj, tiam latenta 
imaĝo farita de bluaj radioj pereiĝas kaj tiel nomata " solarizo ‘‘ okazas. Ci tio estas 
fenomeno nomata " Harschel・efekto.” Post tiam profunde oni studadis. Millochau eĉ 
fotografis infraruĝan spektron de ĉirkaŭ 1000 milimikronoj. Kaj ankaŭ estas skribite, ke 
Lekman fotografis infraruĝajn radiojn de 2000 milimikroncj per la procedo, kunigi
plakon al prilumita fluoreska tabulo, kies parto estas nigrigita per infrarugaj radioj, 
utiligante ke infrarugaj radioj havas karakteron mallumigi fluoreskantan tabulon. Tiam 
la plakon impresas fluoreskanta parto kaj la parto, kiun infrarugaj radioj mallumigis, 
ne impresas, kaj oni povas akiri pozitivon de la radioj.

Ĉi tiuj estas malrektaj procedoj kaj estas malsame kompare kun nuntempaj rektaj 

procedoj de infrarugaj radioj.
Rektproceda fotografado estas tiu de ordinara fotografado, en kiu oni uzas kameron 

kun objektivo kaj por ties plako oni utiligas impreseblecon de halogenido arĝenta. 
Halogenida arĝento estas emulsiigita miksite kun gelateno, kaj la emulsion oni ŝmiras 
sur vitroplaton aŭ celuloidotavolcn, kiu dispondas por fotografado.

Fotografa emulsio estas esence impresiĝema al bluaj radioj, sed aliajn kolorradiojn 
ne bone akceptas. Kiel vi ofte vidas sur fotoj, ĉarme ruĝaj lipoj, verdaj montoj, flavaj 
floroj, perfidante nian senton, montriĝas nur mallume. Tio precize al vi klarigas la 
akromatopsiecon de fotografa emulsio. Ĝis nun oni studadis diversmaniere korekti tian 
emon, ke fotografan plakon plimulte impresas bluaj radioj, t. e. la radioj de mallonga 
ondo, kaj fine eltroviĝis pliimpresiga substanco. Per diversaj pliimpresigiloj iom post 
iom oni sukcesis kapti pli kaj pli longondaj n radiojn.

Pankromata plako estas produktaĵo de ĉi tiu studo. Oni jam sufiĉe konkeris la 
akromatopsiecon de plako. Pankromata plako pliprogresigis kromofotografion, kiu kapa
blas prezenti ĉiujn naturajn kolorojn.

Kompreneble laŭ studado de infraruĝaj radioj, la studo de emulsio por la fako 
ankaŭ ne estis malatentata, la eltrovo de novspecaj substancoj, kiuj pliimpresigas longon
daj n radiojn, akcelis la studon al nevideblaj radioj trans la videblaj radioj. Nuntempe 
oni povas facile fotografi la radiojn de 1000 milimikronoj, kaj se oni uzas specialan 
rimedon, oni povas fotografi eĉ tiujn de 1300 milimikronoj.

• Plako aŭ filmo farita por impresiĝi al infraruĝaj radioj estas nomata infraruĝa plako 
aŭ filnio. En ĉiuj landoj oni klopodas por ĝiaj studo kaj industria fabrikado. Unu 
fabriko ordinare fabrikas kelkspecojn de la plako, kiuj estas disponeblaj por infraruĝaj 
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radioj de &uj ondlongoj. Dudek kelkaj specoj jam aperas sur merkato. En Japanujo 
tri fabrikoj pristudas kaj fabrikas infraruĝajn plakojn kaj jam vendataj kaj vendotaj estas 

tre esperindaj.
Nli simple priskribis infraruĝajn radiojn kaj fotografan emulsion por infraruĝaj 

radioj, kaj nun estas vico paroli pri tio, kiel oni fotografas la mondon, kies trajtojn 

formas infraruĝaj radioj.
Ĉe fotografado per infraruĝaj radioj, unue oni devas prizorgi, ke la plako akceptu 

nur infraruĝajn radiojn. Do estas necese uzi kolorfiltrilon. La kolorfiltrilo deva> 
ensorbi &ujn kolorojn krom infraruĝaj radioj. Por tio oni havas kelkspecajn filtrilojn， 
kies koloroj ampleksas de helruĝa, — malheluĝa, ĝis nigra, kaj kiujn oni uzas laŭbezone 
por disponata ondlongeco de la radioj. La kolorfiltrilo estas alfiksata ordinare antaŭ 

objektivo.
Optike, la radioj bluaj, flavaj kaj ruĝaj havas siajn fokusojn malsamajn, tial lenso 

havas kromatan aberacion pro disperso de ĉiuj apartaj radioj. Kaj kompreneble ekzistas 
la lenso nomata akromata objektivo, kies aberacio estas sendita. Sed tio konsideras nur 
pri videblaj radioj kaj ne pri infraruĝaj radioj. Tial eĉ se fotografanto uzos akromatan 
objektivon, li devas kalkuli aparte la fokuson de infraruĝaj radioj. Se ne, li ricevos 
malklaran bildon, kvankam per kelkfoja ekzerco facile li komprenos la alĝustigon, krome 
lastatempe aperis por la fotografado speciala objektivo, ĉe kies fokuso estas adaptita 
videblaj radioj kun infraruĝaj.

En elektado de fotografa kamero troviĝas malfacilaĵo, ĉar longondaj infraruĝaj radioj 
eĉ trapasas tiujn, kiujn videblaj radioj ne povas enpenetri. Tial oni devas zorge 
ekzameni balgon, obturatoron kaj kaseton. Leda balgo estas ofte danĝera kontraŭ la 
radioj. Ligna kaseto ankaŭ ne estas tute sendanĝera. Kaseto el ebonito estas danĝera, 
ĝin senĝene trapasas infraruĝaj radioj. Antaŭ uzo oni devas ekzameni la fotografilon 
kaj se troviĝas tia difekto, ŝmiru karbonan farbon, kiu estas sekura kontraŭ la radioj. 
Ĉiuokaze, la plej saĝa vojo estas tio, ke oni uzu metalajn kasetojn kaj kameron.

Nun ni instalu fotografilon antaŭ celota pejzaĝo aŭ objekto. Kolorfiltrilo estas 
alfiksita antaŭ objektiv〇. Bildo estas fokusita sur fokusa vitroplato. Do ŝovu en 
kameron la kaseton ŝarĝitan per infraruĝa plako. Ekspono. Obturatoro ekmoviĝis. Estas 
fotografita infraruĝa foto.

La eksponita plako estas enportata en fotografan malluman ĉambron por rivelado. 
Ĉe rivelado de ordinaraj plakoj oni lumigas la malluman ĉambron per ruĝa lumo por 
«splori rivelatan bildon, profitante la difekton, ke ili malpli bone sentas ruĝajn radiojn. 
Sed ĉe rivelado de pankromataj kaj tiuj ĉi infraruĝaj plakoj estaa tute aliaj, ĉar la 
plakoj estas adaptitaj por impresiĝi ruĝajn kaj infraruĝajn radiojn, tial estas necese, ke 
la ĉambro estu tute malluma. Procedoj post la rivelado estas same, kiel ĉe ordinara 

plako.
Per akirita negativo kopiu sur fotografa papero, kaj oni ricevas infraruĝan foton.
Por kio do infraruĝa fotografio estas aplikata ? ・
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Unue menciata estas ĝia telefotcgrafia uzo. Longondaj radioj havas karakteron 
atingi plimalproksimen ol mallongaj sen malhelpo de polvo kaj nebulo. Tial longondaj 

radioj, kiel infrarugaj tre utilas por fotografado de malproksime,

Per infraruĝa plako Per ordinara plako

Lastatempe iu fotografis per teleobjektivo la pejzaĝon je 650 kilometroj malproksiman. 
Eĉ la fotoj fotografitaj per ordinara objektivo montriĝas pli klaraj, ol ni vidas per la 

nudokuloj.
Por aerofotografio ankaŭ samsence ne malhavebla estas la infraruĝa fotografio.
La sennuba lazura &e!〇 sendas nur bluajn radiojn, klorofilo de arbfolioj kaj herbo 

tre facile trapasigas aŭ reflektas infraruĝajn radiojn. La radioj tute evitas ombrajn 
lokojn.・ Tial tian pejzaĝon oni fotografas uzante infraruĝan kolorfiltrilon, se ĝi estas 

fotografita tagmeze, ni vidas, kvazaŭ ĝi estas bildo de luna nokto: La &elo nigras, 
sunbrilaj lokoj pliblankas, ombraj lokoj plinigras. Ĉi tiun karakterizaĵon ofte profitas 
kinematografio. Nokta sceno tre efike fotografiĝas dum tagmezo, kaj oni povas ŝpari 
multekostan elektran lumigadon aŭ eviti penigan dumnoktan laboron.

Kiel oni ordinare uzas ultraviolan fotografion, tiel ankaŭ oni uzas infraruĝan foto
grafion, por distingi artefaritan gemon de natura kaj artefaritan silkon, grason, rezinon 
de naturajn, falsitan papermonon, ktp. Kiam homaj okuloj ne povas distingi la sub
stancojn, kies elementoj kaj konsistoj estas malsamaj, sed se troviĝos diferenco Ĉe 
reflekto aŭ ensorbo de radioj ultraviolaj aŭ infraruĝaj, tio montriĝas klare sur fotoj.

Infraruĝa fotografio tre faciligas deĉifradon de antikvaj skribaĵoj, kiuj estas makui让aj 
flave de tempopaso aŭ sur kiuj skribitaj 】让eroj tute malaperis pro malnoviĝo de uzita 
inko. Rimarkinde estas ke ĉi tiu karakterizaĵo tre utilas por juĝa decido.

Alie, utiligante nevideblan karakteron de infraruĝaj radioj, oni povas fari sekretan 

fotografadon en mallumo. Ekzemple en banko oni instalas fotografilon kaŝe antaŭ 
monŝranko, kaj de unu flanko sendas la radiojn formante nevideblan barikadon. Kiam 
krimulo rompas la barikadon, koncerna selenia pilo tuj ekfunkciigas obturatoron de la 
la instalita fotografilo por tuja ekspono.

Infraruĝa fotografio estas uzata ankaŭ en mikroskopa fotografio, pro tio ke la radioj
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havas karakteron enpenetri en histon. Per ordinara prccedo cni povas kapti nur eksteron 
de histo, sed kiam oni fotografas lumigante infrarugajn radiojn, klare malkovriĝas la 
interno・ Pro mikroskopa bezono ĉi tio estas uzata en kuracarto, scienco, industrio, 

kriminologio, ktp.
Astronomia studo este s farita lastatempe preskaŭ tute pere de fotograf!〇・ Infraru倉a. 

fotografio, kiu povas klare fotografi malprokrimon, faras mirindan kontribuon ankaŭ al 

astronomio.
La uzo de infraruĝa fotografio disvastiĝas diversflanke, kaj en estonto pli multaj 

praktikaj ekzemploj pli riĉigos la fotografion. Plie al zoologia kaj botanika flanko, kaj 
arkeolcgia flanko, ktp. ĝia uzo faros eksterordinaran utilon.

〔術語解說〕Spektroスペクトル。ultraviolo紫外線。ヾibnulo振動。milimiknmoミリミク 

ロ ン ¢=0.000001 milimetro)。plako 感光板。solarizo 超感光。fluoreska tabulo 螢光板。 

impresi感光さす。pozitivo陽畫。objektivo對物レンズ。h?dogen'id'〇 arĝentaハロゲン化銀。 

emulsio 乳劑〇 akromatopsio 色盲〇 pankromata パンク ロ(全色)〇 kromofotografio ヲヾ然色為眞 

術。telefotografio 電送寫區〇

オリンピ.ック選手芒エス語

昨年の名古屋大會で金澤エス會で今夏ペル 

リンで開かれる第十一囘萬國オリンピック大 

會にエス語を公用語として使用せしめる件に 

つき提案があり可決の上嘗局に對し之が陳情 

をなすことになって口下その準備中である。

併し唯當局に對してエスペラントを公用語 

とせしめる樣陳情する表向のはたらきかけの 

外に賞際今夏の大會に川場の選手に對して工 

ス語を學習する樣一人一人に對しその選手の 

居住地のエスペラント會がはたらきかけても 

らひたいと思ふ。それが一番宣傳上有効であ 

る。そしてうまく 一人でもいいかる出埸選手 

を綠化することができたできたならばドイツ 

のエス會に前以て紹介してをいてその選手の 

旅行の便宜を計ってもらふことにしたならば 

全出場選手に對して大きな影響を與へること 

が出來ると思ふ。

旣にこの力•面へ働きかけた地方會に苫小牧 

の同志がある。これは選手連が頑强で不成功 

に終ったがしかし澤山の出埸選手中には相篦 

わけのわかった人も多いだらう。fn『とかして 

之等の人々をうごかして之が綠化をこころが 

けたいと思ふ。

EL EKSTERLANDO
Kolektantoj el la tuta mondo
Ĉu vi konas KOLEKTANTAN RONDON, 

la klubo de la kolektantoj de poŝtmarkoj, 
glumarkoj, gazetoj, libroj, k. t. p.

KOLEKTANTA RONDO liveras al siaj 
anoj la monatan bultenon u しa Filatelista 
Esperantistan kiu aperas de antaŭ jam 2 
jaroj, adresojn de seriozaj kolektantoj ciu・ 
landaj, faciligas la aĉetadon de ĉiuj nova- 
perintaĵoj per siaj filatelistaj oficejoj jam 
starigitaj en kelkaj landoj, senpagan anon- 
con F. E., k. t. p.

Vi povas aliĝi al K・ R・ kontraŭ nur 2,— 
svisaj frankoj aŭ egalvaloro, aŭ 7 respond
kuponoj, (Por tiuj kiuj povas pagi nek per 
mono, nek per respondkuponoj, ni akceptas 
bonaj poŝtmarkoj — aerajn, jubileajn — en 
valoro 60 frs. laŭ Yvert).

Petu specimenon de nia bulteno kaj la 
regularon de K. R・ kontraŭ respondkupono 
al la sekretario :
R. MOUCHARD •16, rue Chapta), LE 

HAVRE, Francujo PoŝtĈekkonto ROUEN 
245.74

aŭ al la sidejo: 30 Chemin Vert DRANCY 
Francujo PoŝtĈekkonto: R. MELO
PARIS 393.20
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JAPANAJ ANTIKVAJ ŜIPOJ
------Priskribitaj en れ Kojiki ”-------

Tacuo Taguci

Enkonduko: Mi intencas en tiu Ĉi verketo, prezenti miajn konsiderojn pri la ŝipoj 
priskribitaj en “ Kojiki ”，la plej malnova skribaĵo, kiun ni japanoj posedas. Tamen 
bedaŭrinde mi ne havas la spe&alan konon pri arkeologio, nek pri m让ologio, nek pri 
ŝipscienco. Do mi ne havas kuraĝon pretendi ke ĉiuj miaj priskriboj estas tute pravaj 
sed estas gojo por rni, se tiu ĉi artikolo havus iom da utilo kaj havus por la studo de la 

antikvaj ŝipoj de nia popolo.

X X X X

I. Aŝi-bune (Fragmita Ŝipo)

En la paragrafo pri la geedzodioj Izanagi kaj Izanagi ni trovas
"••••La dioj naskis la idon : " Hiruko.... La dioj metis la idon sur Aŝi-bune 
(ŝipo el fragmito。)kaj forfluigis ĝin........”

Kia estis la ŝipo el fragmito? Laŭ la opinio de s-ro Kanazaŭa,1 2) 3 4 la aŭtoritatulo pri 
la ŝipoj de antikvaj japanoj kaj ĉinoj, la ŝipo estis tute eksterordinara, farita de la dioj
per sia supernatura, okulta povo.

Sed mi hez让as subteni tian opinion. Mi preferas pensi ke la dioj deŝiris fragmitojn 
kreskantajn riverborde kaj formis la ŝipeton aŭ

Fig. I. Fragmitsipo

floseton, sur kiun ili metis la idon. Tiu ĉi penso 
havas ne nur la bazon sur legenda normaleco, kiun 
ni tre ofte trovas en nia mito, sed ankaŭ la konform

econ al la plej malnova ŝipkonstruado.
Koncerne al la origino de ŝipo, S-ro H. Daniel3^ diris ke en antikva epoko, por 

veturadi surakve, oni unue lernis kunligi ŝtipojn aŭ fragmitojn. Kaj aliflanke moderna 
arkeologio ankaŭ pruvis tion ke la ŝipo aŭ floso el fragmito sendube ekzistis en tre 
vaste sur la terglobo. Kaj plie la fragmito estis la plej vulgara akvoplanto en nia lando 
dum antikva epoko. Sed estas iom malfacile al mi supozi la formon de la fragm让ŝipo. 
Figuro I montras la plej simplan tipon de la fragm 让 floso, prezenti an en la verko de 
S-ro H. Sasakiり

1) Fragmito, scienca nomo: Phracpnite^ communis Trin.
2) K. Kanazaŭa C金澤兼光):和漢船用集(Enciklopedio de antikvaj Ŝipoj japanaj kJ 

ĉinaj), 1766.
3) II. Daniel: Ships on The Seven Seas. Novjorko・1925.
4) H. Sasaki (佐々木彥一郞):原始交通地理學(Geografia studado de la veturiloj primitiva) 
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II. Kagami-no-fune (Metapleksa ŝipo)
En la paragrafo pri la fremda dio Sukunahikona estas skribite

"• • • • Dio venis veture per la ŝipo el kagami (metaplekso) sur la maro •…"
Kagami5estas planto multjara, spontanea kaj grimpanta. Kiel oni formis la ŝipon 

el la planto ? Pri tio alia arkivo6^ priskribis ke la ŝipo estis konstruita el la ŝelo de la 
planto, kvankam tio ne montris la konstrumanieron de V ŝipo. La restaĵo de tia ŝipo el 
arboŝelo en malnova t empo ankaŭ estis trovita en vasta regiono de la mondo.

Sed estas dubinde iom al mi supozi ke la Kagami-ŝipo estis nur unu speco de la 
arboŝela ŝipo, ĉar aliaj skribaĵoj, 7> り prezentante la fakton ke la formo de la rompiĝinta

F. II. Rompiĝinta frukto 
de metplekso

matura frukto de la planto estas tre simila al tio de la ŝipo, 
sugestis ke la ŝipo estis nenio alia krom la frukto de 
metaplekso. Tiuĉi supozo estas ĉefe derivita el la priskribo 
he la dio " Sukunahikona " havis tiel malgrandan korplong- 

econ ke li povis surmeti la vestaĵon faritan el la haŭto de noktpapilio.9)

111« Fiŝkapta ŝipo
En la paragrafo pri la dio Jaekotoŝironuŝi, la ido de la dio Ookuninuŝi.

"•…Per okulta rimedo, la dio ŝanĝis la fiŝkaptŝipon en la kreskaĵbarilon •…”
Ni ne povas precize scii la formon aŭ la strukturon de la fiŝkaptŝipo, sed legante la 

paragrafon, iom povas supozi la fakton ke niaj prapatroj jam kaptadis fiŝojn antaŭ longe 
uzante ŝipon.

IV・ Korboŝipo
En 】a paragrafo pri la fratoj-dioj, Hoderi (aŭ Umisaĉi-hiko) kaj Hoori (aŭ 

Jamasaĉi-hiko) oni legas
"• • • • Tiam la dio Ŝiocuĉi10^ diris, " Mi bone prizorgos por vi" kaj li formis la 
ŝipeton nomatan Manasi-kacuma v •... n

Laŭ onidiro la ŝipo Manasi-kacuma (aŭ Menaŝi-patama) estis la dense plektita korbo
ŝipo el bambuo kaj la verkinto de la Enciklopedio11)antaŭ longe klarigis ĝian formon 

kiel Figuro III montras.

Fig. III. Korboŝipo

Laŭ la epitomo de la legendo, 
tiu ĉi ŝipo estis formita por 
malnormala celo navigi mar- 
funden sed mi volas prefere 
pensi ke la ŝipo estis simple
unu speco el korboŝipoj, kies 
restaĵoj estas ofte trovitaj en 
la regionoj12^ : Mezopotamio, 
Hindujo, Suda Cinujo kaj aliaj.

5
 
6

ノ
 7
 
8

9)
10

ZMetaplekso, scienca nomo ; Meiaplexis japonica^ Japane Gaga-imo.
Arkivo nomita Kjuuĵiki (舊爭記)1 el J. Uemacu (植松安):古事記新釋(Nava ko- 
A rki vo nomita Koŝiden C 古史傅)' mentano pri Kojiki)
Japana vortaro u Genkai (言海)” de F. Oocuki (大槻文彥)

La opinio de N・ Motoori〔本居宣長).El Uemacu-a komentario
La dio de Martajdo 11)Same al 2) 12) Same al 4)
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V. Kanoto

En la paragrafo pri la imperiestro Suinin oni legas
"••••El la dubranĉa kriptomerio/^ li konstruis la dubranĉan ŝipon. ..n

Unuafoje oni trovas ĉi tie priskribon pri ŝipo el alta arbo. Mi pensas, ke la ŝipo 
estus la unua kanoto aŭ pirogo de nia lando, Ĉar ne estas malfacile supozi ke tiamul j 

konstruis apenaŭ per tre simp a arto ŝipon el arbo.
Kaj ankaŭ la rakonto plie sugestas ke la arbŝipo verŝajne estis la unua ŝipo, kiu 

havis la specialan remilon kaj la sidlokon almenaŭ por du homoj.

VI. Militŝipo. 翳］再

En la paragrafo pri la princo Jamatotakeru oni legas
ヽ.…Kiam la princo estis veturanta surŝipe ĉe la maro nomita Haŝiri-mizu, la dio 
de la maro tiel ondigis la maron kiel la princo ne povis veturigi la ŝipon antaŭen. 
Tiam la princedzino Ototaĉibana-hime diris, u Anstataŭ mia edzo mi subakviĝos, 
oferinte min mem .... baldaŭ la severa maro nature kvietiĝis kaj la ŝipo povis 

veturi antaŭen …"
La ŝipo estas la unua militŝipo, tamen estas malfacile scii precize la karakterizojn 

de la ŝipo. Tiu ĉi paragrafo iom rakontas la kredojn pri la maro en malnova tempo; 
La mardio regas marondon kaj por kvietigi la severan ondegon (alivorte, por p cigi la 
dian furiozon) oni devis subakvigi iun homon kiel la oferaĵon.

VII. Direktilo de Ŝipo
En la paragrafo pri la princo Jamatotakeru oni ankaŭ legas

"・・・・" Jam mi ne povas piediradi. Miaj piedoj fariĝis (aŭ ŝvelis) kiel ** Tag ŝi-,r 
(direktilo) "・・•・”

Ni havas unuafoje la okazon trovi unu ŝipekipajon, Ia direktilon. Sed prezentante 
la ŝvelintan piedon, konsideri la formon de la direktilo ne estas facile al mi nuntempe-

VIII. Funebra Ŝipo
En la paragrafo pri la Imperiestrino Jingu : La epoko de la Imperiestro Ĉuuai oni legas 

"•…Kiam la Imperiestrino ekrevenos al Jamato, ŝi ordonis konstrui funebran ŝipon 
por surmeti la princon •…”

En tiu ĉi tempo oni gajnis tre altgradan teknikon pri ŝipkonstruado. Ekzemple la 
Imperiestrino submetis la landon nom让an " Siragi”, kondukante multajn grandajn 
militŝipojn. Kaj samtempe oni havus diversajn specojn konforme al diversaj uzadoj, mi 
supozas. • _

Nuntempe mi ne havas oportunecon referenci kia estis la funebra ŝipo, sed laŭ mia 
opinio, la sipo ne estus speciale konstru让a, sed nur iom speciale ornamita de la ornam
aĵoj de la funebra ceremonio ŝintoisma.

13) Kriptomerio, scienca nomo : Cryptomeria japonica D. 00n.
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IX Marketra Ŝipo

En la paragrafo pri la Imperiestro Nintoku oni l gas

“•…Estis unu alta arbo.... Oni hakfaligis arbon kaj konstruis ŝipon el la arbo.
La ŝipo povis navigadi tre rapide. Oni nomis la ŝipon per la nomo Karanu...n 

Laŭ la signifo donita en la vortaro, Karanu estas la " Ebenaĵo de velkintaj arboj ヽ

do tiu ĉi nomo estas tre malkonvena kiel la ŝipa nomo.
Iu pretendis tiele ke “Kara』signifas alividpunkte u malpezakiu esprimas la 

altegan r. pidecon de la ŝipo. Do kion signifas “ nu " ? Ĉi tie mi konsentas al Ia opinio® 
• ke la prononco "Karanu" estis derivita de tio

de Canoe (Kanoto aŭ pirogo). En la enciklopedio 
la ŝipo estis montrita kiel marketr-ŝipo,14 15> kaj ne 
la kanoto. Estas akcepteble ankaŭ al mi supozi 
ke la tiamulo jam povis konstrui la marketr-ŝipon, 
sed ame-admirante la rimarkindan karakteron de 
la kanoto, rapidegan navigadpovon, oni nomis la 
ŝipon u karanun (kanoto), kvankam ĝi estis la 

marketr-ŝipo.

14) Kredeble S. Nisim ura (四村眞次)unuafoje sugestis ?
15) Termino laŭ fi. Ssaaki: Japane l{ Josegi-bune v C寄木船)

C39頁より續く;）

JGEの行颐範圍〔岩山）。En songo.エス連動 

の根本義（佐久問）Mia profilo （石黑）〇 Iliaj 
portretoj （宮崎）。其他〇

★MER （盛岡）12 月號。----Kevivigo Iŭate
Sciigo el Nenie.其他 〇

★La Fervojisto （鐵道聯盟）11月號。一大 

會に參加して（伊藤）。Korespondantoを語る 

（勝又人運動への關心を高めよ（縑FH人長他。 

名簿。 ..が

★La Lumo （名古屋ルーマ）特別號。ーーザメ 

ンホフの生涯。日本運動略史。

★Semanto （宮崎）ザメンホフ號----Marta
漫表（城戶崎お間と答。ザ博士會見記。建國 

の稱神（耀木）。Al redaktoraro. El esp ista 
vivo. C川崎）〇

★Elektrujo （電氣う。4 號〇 Elektroteknika 

terminaro 其彳也。

★Marŝu （神戶）8號。——IPE第二囘大會の 

任務。統一戰線に關するIPE書記局の檄。 

★KEL C九州聯盟）一報逍。

★ InformKo de TELS（東京牛生聯盟）--- Fosu
vian sulkon （久保）、一本の毛をうえる（小 

西）、Pri la studento verda C川村）〇 其他〇 

★La Studento Verda （早大う特別號。——創立 

15年を迎へ〇 Saint on-esp.・estoは笑ふべきか 

Eterna Paro C野村）、思ひ出（勝俣〉、同（京 

口人 同C川崎）、同（大島）第一早高エス倉創 

立の頃（柳FH）、思ひ出（石田）、早大エス會 

小史、Poemoj （御彩）中等校英語とエスĈ勰 

田）、人類の步み（遠蔽）、翻｛蘿とエス文學（堀 

内;;、思惟のカ法と客舉の睨明C小野）、Neo
logismo （固有名の緇字間題）（小久保）、會 

話會について（黑木）、國際通信のが（森〉、 

Lepro Cエス課）〇
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內地報道★ I
12月!8日迄到着の分、

I・氷州の愛國少女」
鶴見祐輔氏のエス語を扱った少女物語

少女俱樂部11月號にでた鶴見氏の「氷州 

の愛國少女」といふ少女に對する物語はアイ 

スランドの風情紹介の後アンニーといふ少女 

の主人公が外阈人と話のできぬことから國際 

語の必要をさとりその父なるesp-iitoから工 

ス語を學び後發奮してエス文學大作家となる 

といふ筋をかいたものエス宣傳上最も效果の 

多いものである學會でも之が版權を讓リうけ 

パンフレットとして出版の豫定で口下交涉中 

である。

國際子女親善協會

國際子女親善協會では今度エスペラトン部 

を新設し主任として磯部幸子孃が之にあたら 

れる。猶同會誌「世界と女性」に今年一杯工 

ス語講座（田沼利男氏擔當）がのる。其扱ふ仕 

專はCl）エス語による國際文通C2）エス語 

學習指濛¢3）エス語講餐識演等の開催C4） 
エス語による內外國際事情の交換紹介等々。

各地報道

jf -- ★東京クンシード聯盟（LEKT） 
/、 小ーー!2 B 7日委員會。最近會話 

會に關する非難の聲を二三きいたが夫々にそ 

のkunsido獨自の特色があるのであって皆ど 

の會も同一樣式ではその存在の價値がないの 

である〇大別すれば常にtemoをもつのと自 

由會話を主としたものとある。新人の出席を 

常に歡迎してゐる。新人の積極的參加を望む。 

◊神田クンシードーー高部氏が術話解說をし 

っゝ醫學方面の興味ある話をしてくれた。出 

席者がtemoを持參されたい。

<0學會例會一Fabeloj IIIは102頁迄進行 

さだ半年間以上は同書を硏究。時々地方の同 

志の出席あり。先般高知師範の古澤・氏出席。 

當年五歳の息女にエス語敎授をしたき故同志 

の助力をのぞまれた〇泉氏よりrekta metodo

投稿注克:

1. 日本文にて•なるべくハガキで•迅速に・簡單に。

2. 締切大嗟肋月18 H （徂!8日以後到走のまのも 

のせることあり〉。

3. 地方宜誌を以て報迄に代ふるをえず。

4. お国け崟紙なきもの（裏に必ず说明記入の稱）為 

眞は返送せず瓷料として保存す。

の話及實演をきく。

〇Argenta kunside-----萬澤孃エス語カルタを

持參仲々の人氣をよんで愉快に遊ぶ。

★スエクラピーダ•グルーボ----U月14 H
醫藥學者を網羅する晚餐會を本鄕豐國にて開 

ffi〇 2？名出席。西敎授よリInternacii! Me
dicina Revuoを日本にて編輯引受を提議〇滿 

場賛成。先方へ申出る事に決定。

^Elektro-Esp-Grupo----- 12 JJ 13 日例會〇 廿

餘年前の同志 伏野氏HI席〇 Superkondukeco 
（入澤氏）、Aŭtomata frekvenco-kontrolo （岡 

本氏）の話興味深々。機關誌第4號紹介の術 

語に對・する;G見はまとめて、Viister氏へ報吿 

す。文書にて意見申されたし。

本欄記事は!II來るだけ簡明に通報アさい。 

Piknikoの如きesp-istoj相互間の社交的會 

合はなるべく簡單にのせエス運動として必要 

な報道に亟點をおきたいと考へます。

★マルシャーダ•クンシード創立 去る7 
月浦和高校出身の同志が集って新にgrupoを 

作った〇毎土曜日13時不鄕春川町115昭和 

館で輪講中。口下會□ 9名。11月33 H14 
時よりザメンホフ祭をかねて第一囘會合をあ 

地敎授宅で開催。浦高エス會からも多數出席。 

18畤散會。問合せは昭和餡內菊地宛のこと。
■■■■■■■■■■■・〇

ザメンホフ祭記事は總て次號へ廻しました。

护落★横濱エス協會ーー例命。n n14 
日自山會話。21日ドルセイ集合。 

有隣堂改築につき使用不能につき別項記載の 

如く中區住吉町三丁目メッセンヂヤーボ・・イ 

爭務所階上を借用に決定。28日新會場にて福 

喜多氏を迎へて昔の思出話をきく。出席16名。 

12月7日講習會でうけた質間を尋ねる。鹽 

川氏のブリヴァ、小坂、マヨール諸氏の演說 

の口豪似は犬喝釆。14名。例會後委員脅を開 

きザ祭につき決定。

◊¥MCAエス會——12月12日までの初導講習 

は一時打切り明春早々屮等講習を繼絨する。 
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12月4、5兩日YMCA開催の室內野球大會 

に參加。他方英語學校での講習は每水曜18- 
19時讒帥杉山幹三氏。1!月18日夜英語學 

校主催の學藝會に於て吉山太市氏がエス語に 

ついて簡單な紹介をなしザメンホフの演說の 

一部を朗讚宣傳した。會は每火曜19-2!時 

例會をもちAl Torento讚了す。木年度ザ祭 

のため naztuko をつくった〇

◊Rondo Amikino——10 月1日——11月 26 
日每火曜1時間個人初講。!〇月1〇日每木 

曜1時間Fundamento de Esp.にて〇個人 

初溝。C村上氏指導）。〇!〇月21日川崎直一 

氏を迎へて理久や金堂にて。出席5名。◊小 

樽滞在中初講をうけた吉川姉をBondoに迎 

へて會し活氣づいた。11月15日夕喜久やで會 

金。會艇生當時（坂本忠子）、現在のAmikino 
（村上）、及自己紹介學習の動機等を話し19時 

散會。◊例會C中等輪讀會）は每金曜17— 
18.30時村上氏宅にて。出席5名內外。

◊藤搠ロンドーー每金曜水谷氏宅にて。19- 
22 時を Esp. Fabeloj を〇 21—22 時 Georgo 
Dandin を 〇

ザ祭放送 ★JOHK （仙誉）。14 B17時35 
分菊澤季生氏。（合唱宮城女學校專攻科學生）。 

★JOUK C秋田;）。13日14—14.30時。中旧勝 

造氏。C中田由紀子嬢獨唱）。

★JOAKより全國中繼一14ロ 21時半明日 

の歷史中ザメンホフの事エス運動のことを紹介。 

感 m ★盛岡エス會——io n 22 ロ硏 
经 回」究僉5名出席。野川氏へ初講。◊ 

23「I例會。小原氏久し振りに出席、圖書部整 

理：》026日硏究會3名〇 Heroeca Junulo輪 

讀。〇11月5 F1硏究會。〇6 □例會。3名。 

Cl）火曜硏究會を水唏例命と合併、（2〉松木 

氏通信連絡係ゝC3）每/!第三水曜例命を協議 

會としてMER誌編輯準備の3件協議。ぐ＞13 
日例會。3名。〇19日仙臺の菅原氏歡迎命。 

15峙より多賀會館。5名出席。fornoを圍んで 

歡談。◊?（）日例會。6名。小原、山田氏久し 

振りに出席はうれし。Z祭其他につき協議。 

〇 25日東京の川畑喜作氏を迎へ19時より 

MER-ĉambroにて〇 6名〇火鉢を圍んで愉 

快に田畑氏の雄辯をきく 3日例會。4名。 

輪議。〇12 n 4日例會。3名。012月11 
日例會5名。

丁］必★苫小牧エス會一前金・長門脇氏 
占り、权より呵）.diskoj寄贈さる。〇10月 

16日村山、岡垣兩氏工菜英語敎諭滿岡氏訪問 

「中等學校英語科問題とニス」手交。意見交換 

をなす。猶同書二部を氏を通じて野町、高橋 

兩敎隸へも寄贈。。24日岡垣氏女學校英語擔 

任下村女史を訪間。エス學習をすゝむ。（前々 

日上記パンフレットを呈上）。〇!〇月19日 

27日、11月2日、9日、19日初講。011 
）｝ 6日中講開始。11月9日岡垣氏札幌に相 

澤氏訪問明夏大會につき懇談。

刃 xn ★札幌エス會一初講參加者15 
札 忧 名。〇1〇月27日日本大會打合せ 

の爲相澤氏小樽訪問福山坂下氏と懇談。

月3日前田氏華燭の典を擧げられた。◊事務 

所は南四條西十四丁目角へ移轉。◊北海道工 

ス史け新事實發見順調に進行・中。.

加’川「★旭川エス會ーー九年壬月創立以 
皿 ;・來頫調な涉莎をつヾけてゐる。會 

長は齒科醫木津義雄氏。◊硏究會ーー毎土曜 

18.30—20.30時。童話讀本よりフランス篇へ。 

出席8-9名。◊初等講習一10月下旬よリ 

每土曜木津會長宅にて。10名參加。末澤氏 

指導。012月?日札幌の佐藪淸治氏と小檢 

の福田仁一氏出席種々有益な助言をきく 〇 ◊ 

Virina rondo—高宮孃指導。每土曜午後自 

宅で坂內孃に每月曜。志茂夫人宅で同夫人へ。 

時々藪本夫人を訪問の上初講。その他一時學 

習中止中の二孃も復活。高宮宅にて硏究。

へ羽★金暹エスペラント倉——口月28 
血‘识H Z讀本輪講。8名。12月15 
H 7名。本日にて木年度の例命をきりあげ、 

年末は休むことにする。由比氏中01縣立圖書 

館長を訪間トリノ市案內書呈上せし所金澤地 

方の傅說エス譯出版につき話があり乂之が實 

現につき努力することとなった。JJ12 
II石川郡山富村在住の篠原久子孃の歡迎會を 

金澤放送局で催す。出席者田中、福田兩孃。瀨 

川、由比、坪山、松囚、大瀧の諸氏篠原孃の 

女友達二名の計十名卓をかこんで歡談大いに 

將來の抱負を談る猶篠原孃は金澤育兒院（エ 

ス界の先龍マッケンヂ氏創設）に働かれるこ 

とになり友人の綠化につとめられてゐる。

北陸エス®S盟新名簿出來ーー希望者乞御巾出

富山縣出町岩m宗一郞方 北陸エス聯盟 

タ十八 ★名古屋エス題——每火曜19時 
よい'至 より白木氏方にて輪讀會。出席19 
H 4名。26日6名。12月3日3名。10 
4名。◊二水會はとりやめ。

★名古屋醫大エス會ーー11月16ヽ17、18日・ 

學生汰ールにて文藝展開催の節エス展覽會・を 

もつ。學會普及會等より借用のポスクーその 

他白木、山田兩氏の藏書等その他各方而より



エスクラビーダ懇談會

前列右より浦.進士、鈴木敎授（千葉人 

西敎授、緖方敎授、押田徳郎の諸氏 

札幌エス會主催講習窃

左より〔前列〕下山.前田.利滿、浪越、 

原、上野、村山、〔中列〕廣滋、內田・本 

間、申川、小川、太丸、〔後列〕佐藤、小 

森、谷內ゝ阿部、木村、相澤、福原、坂下、 

前田の諸氏诽嫌

高知エス會須崎支部 

講習會

〔中列〕中央右井澤、左藤 

田兩講師

京城支部大谷氏歡迎會

左よリ〔前列〕豊川、大谷、深江.國安、 

松岡、〔後列〕城內、洪、永田、長谷川、 

廣松、佐應の諸氏諸挟

Marŝadu Kunsido 第一囘褪會 

左よリ〔前列〕土屋:野上、守隨、島地敎 

授夫妻、石川、〔中列〕市川・細田、早川ゝ 

日暮、徒山、松本ゝ鳥居、大畑、〔後列〕
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雰贈をうけたesp-ajoの辰覽。學外からの參觀 

者は多くなかったがしかし學內學生看護婦等 

の熱心な參觀をえた。猶河石助敎授（外國よリ 

の問合せに日本語で返事をだす程の國悴學） 

者がエス語の偉力に驚き早速エス話學習を約 

され捷徑その他を求められたことは大きなよ 

ろこびであった。本展覽會•のため矢崎學士矢 

崎孃匕島渡邊河野わ諸君の努力を感謝する。 

仃］十衣討日市エス會——口月2 H機
U 111 關誌の續刊につき相談福川氏多忙 

の爲吉岡氏編輯と決定。011n 9日人形陶 

器等の海外通信販賣につき有望の旨禍闪氏よ 

リ報吿。oiin14日山本ヨシオ氏入齊に付 

送別會を福田氏方にて。8名出席。月16 
日福田氏「神道に關する硏究」エス譯一部發 

表。佐久間、吉岡兩氏よリhelpo申川あり。 

并タ★桑名エスクンシード 1931年 
來 以來立消の桑名エス會の再興を企

てその準備として當分D-ro Goi其他數人の 

同志を中心に1117日18.30—22時第一 

囘會台を 博士宅にて 開催。 每月館一・第三日曜 

タエス語のみで legado やparoladoの練習 

をなすことに決定。桑名中學後腰三男君も來 

會同中學中にも旣に數人の同志を獲得诃合を 

もっとの事。同會宛通信は三更-縣桑名郡桑部 

加蘆隆道へ）。

叩 ★エスペラント•チョコレート---
力ミ旬）同志赤田熊義氏がロシャチョコレ 

ート專浚店を東今出川賀茂大橋東誌C電上 

2370番）に糸堕腎される事となり店名もKosmo 
とエス名をつけエスペラント・チョコレート 

を販賣の由。尙チョコレート組合せ見本は1 
iraにて通信販賣に應ぜらるゝ由。看板には綠 

星がつけてある。同志諸君の御支持をのぞむ。 

★京都エス聯盟ーーn月is n19時出町スター 

食堂でヨセフ* マヨール氏歡迎會をもつ〇 25 
名。ゝI氏は名古屋の同志南鄕氏と同伴出席さ 

る。E pero合唱.各自自己紹介の後マヨール 

氏の雄辯をきく。柴山、近藤、夫戶.赤田其他諸 

氏諸嬢の歡迎の辭あリ。南鄕氏のsalutoあり。 

◊12月5ロカニャにて委員會をもつ。神戶での 

阪神合同Z祭に參加の都合上14ロ YMCAに 

盛大に乃祭をもっことに決定。

★大阪エス會——例會◊1〇月1日 
プ、 "乂 輪讀中多音節語Q flanka akcento 
につき討論。定位置說と文脈順應說と出づ。 

〇8日川崎氏講演Pri la OEcialigoあり。名 

古屋大會ろ提案につき沿革的に詳說。022H 
Malrngrenのしa Esp-KIuboにつき黑崎氏紹 

介。金・合方法につき有益なkonsilojあり。各 

地方會に同書をすゝめたし。◊ 29日Gra
matika £ horoを催しsinjoroの發音oniaに 

つき硏究發表計論を行ふ。月3日京榔 

同志8名。神戶小野田氏と共に20名にて奈 

良卷日野へ遠足す。宮武邸にて東京より來た 

萬澤孃を迎へ8時迄歡談。の5□萬澤孃を中 

心に有志晚整を共にす。後例伶北市民館長野 

中氏。束京の吉H1君及同氏學友二名を加へて 

近來にない盛命。輪讀の後萬澤孃持參のkai 
ludoの紹介實演あり。〇12 口委員會務報吿。 

大每比底訪問飛行・に託して手紙托送。川峪氏 

新刊紹介。佛國におけるしernado及Kapabl
eco のニエス資格試驗問題集により出席者に 

試みて»る。

★新星會——10月例會出席者17名。神戶協 

會より3名。宮本氏より本年度神戶合同ザ祭 

につき聲援を乞ふ旨抹拶あり。Oli月ツ日 

タ黑崎氏宅に於てhejma kunsido. 8名出席。 

ザ祭に催す劇の練習その他。

★Papago會一〇11月22 ロ「エス」誌讀者 

の角。8名出席。冋誌12月號合評め後今後 

の運動方針につき協議。◊ 29 H須藤信吉氏 

渡歐送別命。本會創立以來熱心に指命された 

同氏が社用で渡歐されることになった。一路 

平安を祈る。012 JJ 6、13日例估。

南囱★廣島エスペラント會一口月12 
川ミ 曲 B會話練習禽。奧村、加藤ゝ前田 

佐々木四名。18.30時集合エスレコードを提 

げて街頭へ進出方々に着陸して23時解散。途 

中エス飾窓のあるミドリ洋服店を發見。013 
日初等の會。<>15日例會「それはどの位す 

ると思ふか」の譯し方。その他エス誌で討論 

した。016日奧村氏吳訪問。017 口會話練 

習會。久保會話書を終了。ひ23□同上。Z博 

士演說集をよむ。〇24 |」同上。〇12月1日 

例會。久保特使歡迎會につき相淡同時に奧村 

瀨尾兩氏の入營祝賀會をもあはせZ祭を行 

ふことに決定した。◊12月7日硏究命。前田 

氏萬葉集からのエス譯數種。菖詰問題につい 

ての硏究披霸あり。奧村氏入營されるが今後 

引續き二と七の日に髙橋氏宅でザ讀本硏究。

★市内橫川町三丁□小山信三宅で同氏を中心 

とするロンド設立され當分毎週月木ニ晚俞合。 

「 ★吳エス愈——U月口 口初講の爲矢 
夬 野.近藤、山田氏出席。砲岡の同志井 

上功氏山本氏と來訪愉快な會合をもった。◊ 

16日井上氏歡迎をかねて例角。廣島の奧村氏 

出席さる。1〇名出席。023日例令。3名。◊ 

30 no例會。7名。〇12月14 El例會を中 

止して矢野、村上、星加、近藤廣島エス會訪
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問の上同符主催の久课特使歡迎會翁ザ祭に出 
席多大の较毬をえた。

★高知エスクラ?——佐腔師の好 
归丿ソ"意により須崎町發生寺を伶埸に借 

受け11JJ15 — 25 II間初等講習金開催。12 
乞の參加若を得た。講師は須时支部井澤淸七 

氏。最終日には課外議:帥として豚⑴他三氏謎 

話〇溝習後semajna kunsidoを各會貝宅で催 

すこととし新人紹介機關誌發行の企等;あリ〇 

★高知縣の代表的彫刻家島村治平氏が口月 

中旬高知工スクラブ須崎支部を訪問近來エス 

語を小止してゐたがエス話を實地に使用する 

ためエス語をやるとのべられ入會を約せられ 

た。同氏は高处縣山田町東町に居住外國の同 

志の彫刻家を紹介されたし（松本氏報〇

久保特使に關する各地通信は證複をさけて別 

項久保氏通信に揷入しここにのせません。

ĵ、匕 熊本エス會一…別項記載の如く毎
熙卒月曜に令合をもつ外毎金曜H19— 
22咤Z讀本講義を本莊町熊盅俱樂部（加藤 

氏指導）にもつ。012 JJ 3 nよリ講習倉開 

催。加撚孝一氏指遵中。◊機關誌第五號を近 

くだすが之は四季發刊とし他にinformiloを 

出すことに決定す。

必 广 ^12 JJ 8-9 II久保特使をむかへ 
Ĉ 吋覆々懇談をなし大いにうる所があ 

った。遠隔の地にある地力會として此の試を 

絕贵すると共に今後年一囘位この種の連絡を 

希望してやまない。

★熊本工業學校では二部生中6名の希望おに 

拔崎氏がエス語を敎へてをられる。 ・

审域★學會京城支部•一U JJ 2 〇淸 
"、ノ戍津の同志大谷正一•氏同志二名同伴 

訪問さる。同「1午後七時より明治製菜にて歓 

迎會をかねて會合。同氏の熱あるお話は當地 

の運動に大きな刺戟であった。◊旣報城內氏 

歸鄕のため學會支部は一時京城櫻井町2 丁目 

19?佐藤方におく。

★城內忠一郞氏送別會——11）J 8 H19時 

長谷川町金谷園で送別會を催し冋氏の御奮闘 

を謝し再渡鮮を期待して22.30時散會。

吁.ヾuj ★會員中多少移動ありf-inoj二人 
初牡川 結婚の爲婦人は全滅の貌。他は相 

變らず輪講中。火曜日は讀物木曜日は會話日。 

今度藥局にviglaな同志一名を迎へた。（瀨頭 

氏報）。

新聞雜誌とエス

★國際佛教逼報（9號）。一S Fakoj de 

Budaisma Sociologio （淺野研眞氏），Letero（ie 
Bud. Esp. en Angluĵo （II. Yoxon） Por la 
prosperiĝo de internacia kulturo C松 IH 惠氏）, 

佛敎エス運動の不振C中西義雄氏）。
女人口本（11JJ 29 n）——日本書紀（エス 

譯）についての記事。

”新愛知（11n23日）——C朿洋の伙血兒新 

刊紹介のペーヂへ相當大き＜ ）〇

★ くろだいや新聞02 JJ5日一久保特使 

講演についての報逍。

・くろだいや新P3 CU }\ 24 H；——やさし 

い械!際語エスペラントの話CIO）（山野澄太）

★ くろだいや新聞C12月13-1403——エス 

ペラントの輪廓（1）
★ くろだいや新聞——C12 JJ13日:）ーー# x 
ンホフ祭豫吿記事。

★常總新聞（12 JJ13日:）——シェラーのH 
本紹介講演旅行記昭（學會提供）。

★大分日日新聞（12月14 m—一同上 

★神戶乂新日報（12 B14日:）——同上 

★アサヒグラフ（12 JJ11ID——ザメンホ 

フ祭C土岐善瞬氏）。

★小桁新聞（12 JJ15日）——ザメンホフに 

ついて——脇坂圭治氏。

★筑後新聞（12月14ロう——天才ザメンぶフ 

——中川年男氏。

★大牟田時事新聞（12 ）]14日）——ザメン 

ホフ素描——屮川年男氏。

★會誌——熊本工業）第38號-紅毛雁信 

——坂崎延喜氏。

★九州新聞"2 JJ 3日）I久;呆特使に關す 
★九州日日新甜〇2乃5日）丿る記事。

★九州日日新聞,（12月14日）一人牟ツ工 

ス會ザ祭徐吿。

★大牟⑴時事新聞（12 JJ13 U J同上。 

★大阪每□福岡版-一同上。

★ くろだいや新聞（12 JJ17日）——大牟田 

エス會ザメン亦フ祭報道記が。

★九州ĥ日新聞（12 J]16日〕同上。

★世界と女性（新年號】ーエスペラント欄 

ーー山沼利男氏。

★同上ーーエスで年賀狀を——磯部幸ヨ孃。

地方會機關誌その他
★La Norda Stelo （金澤:12 JJ號。—Saluto 
（Gauntlett）邦人主養運動C营野）、逍一すじ 

〔近藤）、金澤エス運動史（池田、坪田）禹葉 

エス譯く瀨川）.Al mia malsana frato く田中）. 

河就（長谷川）Pri la popolkanto （.前EU:等。 

★EĈ Guto （飯塚）。8號。——aluto nia.九州
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Esperantistoj Vin Atendas
こ、へ揭載希望の會合はすべて一般的の公開的會合に限る。（必ず會合する 

のでなければ揭載御斷り）。變更の都度至急御通知を乞ふ。

十亠★神田クンシード每月曜18.30 
束 以 —20.30時。省線水道橋驛束京齒 

科醫專前愛光舍階上C

★池袋クンシード 毎火堰19一21峙。舊审 

内侧池袋驛前、明治製菜三階。

★日本エス學會例倉 每水曜18-20時Fabe
loj IH.講義。20-21.30時:角話討論等。本 

鄕元町伍停橫お茶水文化アパート橫入。く費無 

料;）。

★ ノーヴァ•クンシード' 每木曜19 一 21時四 

谷新初二丁 □市電京王電車前靳彳讨口十字階下 

★我蔵野クンシード每金曜19時より吉祥 

寺驛前食堂朝日庵二階。

★クララ•ロンド 每土曜14.3〇-16時赤坂 

區中ノ町15井川千枝方。

★アルチ'エンタ・クンシード 19-2!時銀座 

二丁吕明治製菜ニ隋瑕の隅。

★Luma Kunsido 每月第二土曜19—22 時〇お 

茶の水驛西半丁寳亭階上（;國民中學會前：）。

★Elektro-Esp-Grupo 每月第二金曜。銀座明治 

製菓で。電氣關係者の出席希望。

横 濱
★ Verda Jupitero 每土嚥19 時よ 

リ當分中區住吉町三丁 n【橫寳劇

場橫通り）メッセンヂヤーボーイボ務所階上 

费無料:）

吃 い ★盛岡エス會——每水晦19時內 
倚网丸331井川醫院か

行。

★金澤エス觀——◊中等部例命每 

木曜19—21時石浦町石川貯蓄銀

名古屋★名古屋エス會

亠夕K ★京菴エス聯盟一每月15日19 
乐制、 時出町スター食堂。

r 了厂★大阪エス會——每火曜如一21
、 败 峙天滿六丁 H北山民館31第三火 

啾はTrapezoで會話會）〇

★新星會——每月20日］9時より櫻橋農園 
フルーツパーラー二階。

★パパゴ*  ——毎金曜19-21時逍頓堀辨天座 

前バザ-ド喫茶店Ĉ硏究會:）。

マ山 L ★神戸エス協會
神戶

.,,・门 ★廣島エス會一每 曜19時大手
尿め町7の89高橋謙方。

旧 ★吳エスペラント會——每土曜19—22時 
犬東畑町一矢野泰方

ノ、p ナー★熊本エス會 <0會話會每月第 
!- 不 一第三月曜19-21時水道町大學堂 

喫茶店にて。◊和文エス譯。每月第二第四第 

五月曜口人江町坂崎氏宅。

レナ ★大牟田エス會——每火BS20-23
人牛山時榮町二植山醫院方

令ド ★宮崎エス倉——每火曜19時半 
卜\ 陆"より郡司氏宅（Z讀本輪講屮）

大會見たま人の記（高皈）。晚餐會z記。東京 

大阪名古屋C川崎:）、Arao sub fenestro・Tahi 
く臼杵）〇 しa virino de Arles （片山）〇

★FER （束京鐵道）12號。——Salome （根本う。 

Sensencaĵo （诡木）〇 Korespondanto を語る 

C高橋:）。Verda Steloをつけて（百瀨）。

★Nova Stelo （新星會）6 號〇----Aperu jap
antologio. Saluto en la 23-a Kongreso （土屋）〇 

S-ro R. Cuĵi. El inĥinaj jaroj de Marsalo 
Pilsudski 等 〇

★星影（廣烏）5 號。ーー Gvidfolio Mijaĵima 
（奧村〕、Mil dankojn al s-ro Okuraura （高 

橋）普及會の活動（,山本）。エス誌和文エス譯 

成績表より見たる姑人應募者調査。筆の動く 

まゝに（瀨尾）、奧村、瀨尾兩君の入營に際し 

て（野村）、Vortoj de la forironto （奥村）、 

附錄（星影總H錄）。

★Verda Haveno （横濱）12 月號〇----Romazi to
Nippongo C松葉）。橫濱エス運動資料、其他。 

★Granda Urso （苦小牧）8號〇 Saluto. Mal
plena konko CCowling）所感（鈴木）、囘顧 

（渡部）ヽ會創立の想出（門脇）Tra Aŭstrio 
Fragraentoj （岡垣）、エス學習家庭够議く川 

原田）、よもやま□記（田中:）等。

★Kupolo C橫商）。2號。一卷頭言（髙村）。 

く以下33豆へ績く ）
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宗近評議員の計
12月23日午前永々御病氣療養中だった學 

會評議員宗近血澄氏は藥石効なく永眠され 

た〇

宗近氏は隐分古くからの同志であり學會評 

議員となられてからも講習の指導や不誌の海 

外報道欄を擔當されたりエス誌に執第された 

ことがある。

殊に同氏は人格高潔柔和の方で同氏に接し

たものは誰一人として敬服おかない人であっ 

た。エス運動上に功私を”こされたことが多 

い。（23日午後4時記;）

編輯後記
★今月は久保特使の旅行の 

報吿を全部入れることにし

ましたので增頁しました。

★小坂さんの原稿は編輯部の手ちがひでのリ 

ませんでした今年は動詞fariについて御硏 

究を發表していたヾくことになりました。

EL EKSTERANDO
Por Naturscienca Urbmuzeo
Ĝis lasttempe la intelektularo de la urbo 

Thionville (dep. Moselle) kaj &rkaŭaĵoj 
restis forte malsimpatia al nia helplingva 
movado.

Mi nun sciig s ke jam de kelka tempo 
Ia urbestraro kaj la geprofesoroj liceaj 
faras energiajn klopodojn por plilarĝigi la 
mineralogian parton de la naturscienca 
urbmuzeo, kaj por varbi efike por nia afero 
mi peoponis la helpon de ĉiuj niaj bon- 
volemaj gesamideanoj kiuj jam tiom dili
gente kunhelpis restarigi la universitatan 
muzeon de la urbo Valencia. •

Ĉi tiu propono rikoltis tre simpatian eĥon 
kaj jam nun la estraro promesis forte 
subteni kaj apogi la disvolviĝon de nia 
movado en la &-tiea regiono.

Por ke tiu oficiala helpo fariĝu forta 
fakto kaj havu plenan efikon, mi petas 
ĉiujn natursciencistojn, studentojn, special
istojn de prilaboro de mineralajoj, minejajn 
oficistoj n-laboristojn ktp. ke ili sendu al 
mia adreso ĉ iuspecaj n spe cimemojn de 
mineralaĵoj, kristalaĵoj, agatoj, se eble kun 
indiko de speconomoj, trovlokoj (landparto, 
profundeco kaj geologia tavolo, ofteco, ktp.) 
krome fotojn de geologiaj formacioj; ankaŭ 
mikropreparaĵoj mineralogiaj kaj ĝeneral- 

biologiaj estos volonte akceptataj.
Pagado povos esti atribuata al la plej 

belaj specimenoj. Krome por sukcesigi 
tiom kvante kiom kvalite ĉi-tiun entre
prenon ĉefe baz让an sur samideana soli
dareco mi donacos centon da belaj libro, 
premiojn esperantajn al la plej diligentaj 
helpintoj.

Eleksterlandaj sendaĵoj de specoj ĉi-tie 
maloftaj estos aparte rekompencataj (piri・ 
tojn kaj minaĵojn kun eroj de noblaj 
metaloj; agatojn poluritajn aŭ ne; facetitajn 
aŭ ne naturvitraĵojn, sukcenaĵojn).

Bonvolu sendi viajn ekzemplerojn en 
bona pakaĵo kun la franclingva subskibo:

Echantillons sans valeur.一 Sans paie
ment en espOces. (Specimenoj sen valoro. 
一 Ne pagota sendaĵo) por eviti doganmal- 
facilajojn. — Ne forgesu aldoni vian bone 
^egeblan adreson!

Se vi mem ne posedas la postulitan 
materialon, akiru specimenojn ĉe konatoj, 
viaj eksprofesoroj> ĉe minejaj laboristoj

La nomoj de la esperantistoj-donacintoj 
estos menciataj sur aparta memortabulo 
kun konforma teksto, en la mineralogia 
parto de la muzeo.

■
Kunhelpu ĉiu, kiu povas!

A. LIBEHARDT
S. rue de la Liberte THIONVILLE/ 

BASSE-YUTZ (Francujo)
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淺野研眞著

佛敎社會學の基礎槪念
LA FUNDAMENTA KONCEPTO DE BUDAISMA SOCIOLOGIO

菊判十六頁•定價十五錢•送料二錢

著者演野氏が新興佛敎學徒として佛敎社會學建設のた 

めに奮鬪してゐられることは人の知ると乙ろである。 

本書は乙の新しい科學,佛敎祉會學について，廣く世 

界に意見を求めるため,自著厂佛敎社會學硏究」の第 

一部をエス譯されたもので，內容は,厂佛敎社會學の建 

設」,厂佛敎社會學とは何か」,「佛敎祉會學の對象と方 

法」,厂佛敎祉會學の部円」の諸章である。

佛敎徒は勿論であるが,宗敎に關心を持つ者，社會學 

の硏究者はぜひー讀されよ。
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1 936年海外雜誌豫約募集
〇 .一_____________________________________________

■ 御住所姓名は漢字と口-マ字または 
カナとではつ・きりと讀みやすくお書きく 

ださい。繼續お中込みの方はn -マ字綴 

り方は必ず從來どほbに願ひ去す。

B前年度から繼續購讀であるか,新規 

お中込みであるか,御明記・くださいませ。

■定價その他は四圍の事情の變化によ 

り豫吿なしに變更することがございます 

から,お含みおきくださいませ。

■ 不着その他の事故について責任は負 

ひかねますが,照會の勞はとりますから, 

取故の生じた際は,一應御照會ください。

9 國際返信切匸券または小爲替でお拂 
込みのぱあひ,金額が三圓以上の際は第 

一種（書狀）書留にしてください。

s入金の際は受取通知を出しますから 

相當日數を經てその通知が不着のばあひ 

は御财會ください。

締切:十二月二十八日着便一月十五日着便^

HEROLDO SEMAJNA ELDONO
I)E ESPERANTO LA PRAKTIKO Gazeto, kiu in

struas k amuzas

週刊・新》Ĵ紙天・每號四頁乃至六頁

定價1年分10 mk （時價13冏50錢） 

特價6團50錢GS信切手なら40枚;）

半年3 超 22枚）卫

各國エスペラント界時事・新刊紹介・諸 

國便り•時事寫眞•珍聞奇話•文通希望 
廣吿その他。見本切手十金吏

冃刊•菊倍判色上質紙印刷十二頁

定價1年分2.50 ghi.（約5 ［〇） 50錢） 

特價:2 M Cまたは返信切手12枚） 

半年分:1圓2J錢C » 7枚）

寫眞版多數入りエスペラトト界の重要時 

事,笑話，逸話，通俗科學,懸賞問題等 
を收めた興味中心の運動學習雜誌

MONATA HEROLDO NIA GAZETO
月刊•遍刊版と同じ歿裁•每談四頁 

定價1年分2mk. C約2侃80錢） 

特僚:!囿30钱く返信切手ならむ枚）

週刊版の記事を拔萃して編輯。時間的,

たは經濟的に餘裕少き人に勸める。

literatura mondo
年十囘發行・菊倍判光澤紙刷十六頁 

定價1年分9 sv.fr. （_約9 ロ餘） 

特價3囿£0錢C返信切『なら24枚） 

半年2囿10錢C „ 13枚）

文學美術論・原作刀哉•詩•各國文學作 

胡の飜譯（見本一部切F十五錢）

月刊・小新聞詆形・毎羡八頁

「 定價1年分!5 fr. f.（約3圓50錢）

特債1圖7〇錢C返信切手なら1〇枚） 

エスペラント界重要時事,時の問題,新 
刊批評，交通希望廣吿等

LA PIRATO Kajero por satiro, 
humoro k libereco

月刊•菊判十六:n •
定!賈1年分15 fr. fr.q約3 10150址） 

特價:IIS 70錢C返信切手なら10枚） 

半年分1m c ,> 6枚）

エス運動を裏から眺めた雜誌G

（9月，10月各十五錢•送料二錢）

sv.fr


药 ペラントを弘めるこごは,われら 

スの世代が次の世代に負ふ義務だ。
UEA

エスペラントを弘めるには,--人一人の同志が一人でも多くの同志を獲 

得するよう努力しなければならない乙と勿論であるが,同時に,一國の, 

或ひは更に大きく,世界のエスペランチストがも互ひに團結して，エス 

ペラント運動の儼大强化に努めなければならない。そのためには一・

H本の同志は一人殘らず財團法人口木エスペラント學會の會員となって，わが 

國における普及運動を助け,學會會員は一人殘らす• UEAの會員となって,世 

界のエスペラント運動に力を添へなければならない。
----- ---- -- ---- --—

UEA （じNIVERSALA ESPERANTO-A SOCIO:萬國エスペラント協會）入會規定

Simpla membro
會員種別~

ヽ Aktiva membro
Membro kun Jarlibro (MJ) 
Membro-Abonanto(MA)

i Membro-Subtenanto (MS) 
'Membro Dumviva (MB)

入會資格:舉會の正會員（會費3回）,特別會員,賛助兪員,終身會員に限る。

會 費

fMJ:年鑑の配布を受ける。

會員特典 MA, MS:年鑑および月刊雜誌u Esperantoの配布を受ける。 
lMD:年鑑および"Esperanto”の配布を終生受ける。

上記の他，各會員はすべてUEAのdelegitoを利用することができる。

Simpla membro: 會費不要

MJ : 1 1® 6 〇 錢 （もしくは阈際返信切手9枚）

MA： 3團80錢 C ” 24枚)

MS : 10圜50錢 C „ 65枚)

MD: 〔一時金〕160圈C „ 1000 枚)

入會巾込みについては「海外雜誌豫約規定」に從ってください

Internacia Scienca Asocio Esperantista
各科の科學者,技術诸・エスペランチストのぜひ參加すべき#〇 

會員には季刊機關誌BULTENOを配布•見本一部切手二十錢0
會日!年分15 sv. fr. c約3 [10 30錢)特債!® 60 «返信切手なら10枚）

SCIENCA GAZETO LA JUNA VIVO
隔月刊•菊判二十頁8ポイント組） 
定價1年分1弗（約3 〇 50錢） 
特價2囿C半年分は取扱はず）

□然科學の諸部門の各锁發見の紹介,新 

知識の發表,專門家は勿論,自然科學に 

興味を持つ人人はぜひ豫約されよ。

二週間每に發行•菊判十二頁 
定價15 belg. fr.（約 2 !〇］ 20 錢） 

特價1闿3〇錢（返信切手なら8枚）

靑少年雜誌,興味深い讀物,初學者向き 

の學習記事。揷繪入。

束京市本鄕 

尤町一 丁目
皺日本エスペラント學會極尘列鬼5秀

振替東京11323番



g®日本エスペラント學會發行圖書

〔東京市本鄕區元町1の13

エスベラント捷 
エスペラント講 
新撰エス和辭

・伍話小石川5215番•振替東京!1325番〕

徑 
座 
典 

新撰エス文手紙の書列 

エスペラント講習用書..... 〇・30 2
エスベラント初等讀本.....030 2
エスペラント童話讀本 

ザメ ン

0.20 2
ホフ讀本

上0.80並0 63各2
8
2
2
2
4
4

14
6
2
6
4
2
6
2
2

エスベラント發音研究
ン ト、文例 桑:氮要語72°の文例1.03 C6?力

エス辭典.
小辭典......1・00 6

新撰和
點字エス文法と

愛の人ザメンホフ 
リングヴィ・レスポンドイ 
國語の擁護を論じて國際語に及

あ

大

語學と 
說

孚中

國
阿 彌

最新最良の獨習書......上1-00並0.50術
外國語を知らぬ人の獨習講義錄……0.50 4 
語數豐富、譯語正確 

書筍百科辭荐の觀・四六判370頁……1.20
エスペラント短期講習書...... 020
エスベラント中等讀本......0-30
イソップ物語............... 〇-20

......全3卷.各卷020 (2)合卷〇-50 
エス語發音上の疑問を氷解す ......〇-30

ード!.70
見出語數6顶・出典明示•印刷鮮明…2.50

エスペラントの鍵..... 005
エス語創案者ザ博士の傅記 ....... 〇80
ザ博士の言語上の解答を菟む...... 〇-50
熱板博士の歴史的大論文其他を收む〇・20 
スビリドヴィッチの新言語理論....〇-70

015
0.30

ビリドヴィッチの新言語理諭 

梵語から

孝

エス譯。漢譯對照…
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際語 
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庸…上0 75池0.6〇旳
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フの生涯......040 4
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世界語の歷史 

エスペラントの會話
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0.40

10
2

4. 代 理 通 譯・•…

5. 愛ある處神あり••…

6-レイモント短篇集••… 
「エス童話讀本」の對譯脚註篇••…
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ヨ本民族
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秋田雨备・ 
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の起源・ 

ント年

0.40
0.20
0.10
“
運

>ト書き文献—

有處武郎の傑作........上1.C0並0.75各4
大朝懸賞當選五十年後の社角..... 1.00 4
原作科學論文・文學作品の飜譯等 …0.70 4 
原作對話、ST譯文學等............ 0.80 4
伊井迂著原作詩と詩歌俳句等の飜譯0.80 4 

倫敦塔夏目漱石......0.15 2
霍の中山本有三......0.15 2

•日 本刀劎鑑…….••・〇.15 2
|史・地方會名簿・地方會機關誌批判…0.20 2

——〔詳細內外エス書圖書目錄二錢切手封入お申込み次第送呈〕——



新著•再着洋書
こゝ: ア

JULIO BAGHV : la teatra korbo 
苑半截判110頁・定價80錢•送料4錢 

原作界の第一人者ユリ\ •,ヾギの最新刊短篇集。《LA TEATRA
KORBO＞〉はじめ愛すべき小品,隨筆,感想等丁數篇,すべて作 

者內心の聲である。

KANTAS LA HUNGARA SKOLTO 
第半截判40頁・定價30錢•滾料2錢 

民謠,少年團歌等愛唱すべきハンガリの歌Illi數T •篇,・ハンガリ原 

語・,工丸ペラ：ト譯,樂譜つき。

GAJA LERNOLIBRO DE ESPERANTO^
C. Walter著:菊判110頁・定價8J錢•送料4錢

Rekta metodoによる獨習菸。興味深い多數の繪とそれに附した 

問答によって國語の中介なしにニスペラントを憶へこむしかけに 

なったもので,同時にrekta metodoによる敎授者必讀の參考書。

BES • ADRESARO 1935~6 定價 60 錢•送料 2 錢 ,

本書一册あれば，あらゆる阖の,あらゆる種類の文通，交換希望 

者の住所を知ることができる。

しばらく品切れ中の下記再辭典が入荷いたしました至急御注文下さいし

Edinburgh : ESPERANTO POCKET DICTIONARY
英エス・エス英ポケット型•定價2團•送料4

Rhodes : ENGLISH ESPERANTO DICTIONARY
四六判550頁•定價1團50錢•送料!2錢

□甩 HEROLDO DE ESPERANTO..……定價1〇 錢
"ノ「和上山 九 しITERATURA MONDO...................定價15銭

LA PIRATO., io月號到着・()月號殘部少しあり•定價各15錢•送料2册まで2錢

東京!|j本郷 財画
元町一丁冃 法人 日本エスペラト學會翹欲隠務



第四年を迎へてさらに淸新

一月號

小坂狷二:前置詞•總說・ al 
初等屮等の人8のために親切な前置詞略註〇 

譯議と和文エス譯の實力倍加。

岡本好次:エス化した日本の地名

固冇名詞エス化問題の實例。

倉地治夫:文の組立の硏究

エスペラント作文の基礎知識。
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高木弘:思ひ出のエスペランティスト

エスペランチストの常識・1——過去の同志。

レエエラア:日木紹介講演の旅から

アメリカの親日エスペランチストの乎紙。

エチオピア人は靴をはかない

初等者向きの笑ひながら憶へる議みもの。

映畫物語:モンパルナスの夜

藝術味ゆたかなフランスの探偵I快畫。

飯田龜代司:橫濱〔中方會を中心として・1〕 

岡本好次:外國同志の眼に映った11木の橫顏 

自由作文募集規定・和文エス譯課題等

狀日本エスペラント學會
東京本鄕元町•電話小石川5415番加替東京!1325番

定價1部20錢
・送料5厘・ 

全國各地書店にあり 
1年分前金2圓30錢 
半年分前金1回20錢 
見本切手10錢

右
代
??±

井 

逢


